
基幹物理学IA・同演習
S１-15

（PP1)

担当：山本元司，田原健二
（工学研究院・機械工学部門）



概要・授業予定
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履修目的と学習目標
工学の様々な分野での基礎と応用にきわめて重要な力学，特に古典力学を
理解すること．また，これをもとに様々な力学現象における問題解決に応用
できる能力を養う．具体的には，ニュートンの運動法則，振動，エネルギー
保存則，中心力，質点系の運動，剛体の運動に関する基礎知識と応用力を修得する．

授業計画（S1-15）
5月8日：授業の進め方・ネットチェック・演習出し方・力学の学び方（PP1）
5月13日：力学のための数学基礎１（ベクトルと微分・運動記述する各種座標系）（PP1）
5月15日：力学のための数学基礎２（微分方程式基礎）（PP2）（レポート課題提示）
5月20日：運動の３法則と運動方程式（PP3）
5月22日：運動方程式による運動解析（各種座標系）（PP3）（レポート課題提示）
5月29日：振動現象１（PP4）
6月3日：振動現象２（PP4)）（レポート課題提示）
6月5日：仕事とポテンシャル （PP5）
6月10日：エネルギー保存則 （PP7）（レポート課題提示）
6月12日： （総合復習）
6月17日：（総合復習）
これ以降，田原先生担当；6月19,24,26日，7月1,3,10,15,17,22,24,29,31日
8月5日：試験・最終課題（予定），8月12日：再調査（予定）



授業の進め方０（授業を受ける準備）
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＊授業はMicrosoft Teams（音声メインのオンライン）と九大のMoodle（オンデマンド）により
遠隔でおこないます。その前に、学生証裏面に記載しているSSOKID、およびその暗証番号、
全学基本メール 学籍番号@s.kyushu-u.ac.jp を確認のこと

これらがわからない場合は 九大・学務部基幹教育 教務係gazplan@jimu.kyushu-u.ac.jpにメール。
または 092-802-5942 （緊急時やどうしようもないときのみ電話）

メール（インターネットメール）の使用方法は自分でなんとかしておいて
ください。大学に入るとインターネットメールの利用が最も基本的で重要です。

＊授業（山本が関係するもの）に関する情報は以下にあります。

１）九大の学生ポータルの中のシラバスから（教員 山本元司）で検索
学生ポータルは パソコン： https://ku-portal.kyushu-u.ac.jp/campusweb/top.do

スマートフォン： https://ku-portal.kyushu-u.ac.jp/campusweb/sptop.do
※ユーザIDとパスワードについては全学共通ID(SSO-KID)と共通です。

２）山本のWEBサイト（九大 山本で検索）または

http://ce.mech.kyushu-u.ac.jp/yamamoto/yamamoto.html
下の方に授業のお知らせがあり、講義日程・演習解答・試験日程などのお知らせをしています。

３）Moodleは https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/login/index.php
SSO KIDでログインしてください

左のダッシュボードをクリックして、2020年度前期・水2・基幹物理学ⅠＡ（山本元司）
また、2020年度前期・金2・基幹物理学ⅠＡ演習（山本 元司）を選んでください。

＊Microsoft Teamsをインストールしておいてください。スマホ・タブレットでも利用可能ですが、
PCでの利用が望ましいです。

https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

mailto:学籍番号@s.kyushu-u.ac.jp
mailto:gazplan@jimu.kyushu-u.ac.jp
http://ce.mech.kyushu-u.ac.jp/yamamoto/yamamoto.html
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/login/index.php
https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/microsoft-teams/download-app


授業の進め方１（授業開始前）
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＊授業日当日、Moodleや以下のWEBページで指定されたURLからMicrosoft Teams
（以下会議室）に入ってください。（授業日ごとにURLは異なります！）
http://ce.mech.kyushu-u.ac.jp/yamamoto/yamamoto.html

多分「九大 山本」で検索してもOK！

＊授業開始前１０分前までには会議室に入室してください。

＊入るときはTeamsアプリ（すでにインストールしているはず)を起動してポップアップの
Microsoft Teams を起動するを必ず選択すること！
SSO－KIDの認証により会議室に入る場合のみ入れるようにしています。

＊「代わりにWEB上で参加する」により入室した場合は認証がないので、この場合は
セキュリティの関係から基本的に入室（受講）できません。

＊このとき、必ずムービー（映像）オフ。音声オフ（ミュート） にしてください。

（複数の学生が映像をオンにするとはネット通信負荷増大になり動作が不安定になります。
また複数の学生が音声オンにするとノイズにより他の人の音声が聞き取りにくくなります。）

＊このパワーポイントファイルを同時に開けることができる人は開いて待っておく。
（Microsoft Teamsと同時に開けることできない場合は、パワーポイントファイルは自分で印刷して手元に準備）

＊授業はMoodleやWEBページにアップしているパワーポイントファイル（講義資料）を
参照しながら、Microsoft Teams(基本、音声のみ）によるオンライン講義で行います。

http://ce.mech.kyushu-u.ac.jp/yamamoto/yamamoto.html


授業の進め方２（講義、演習、レポート、評価）
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＊授業中の演習は授業中に各自計算します。（ノートと筆記用具を用意しておくこと）

＊解答時間をおいて私の音声により指名しますので、マイクミュートを解除して音声で
回答（解答）してください。

＊レポート課題は出す場合は授業の最後に提示します（だいたい金曜の授業ごと１回）。

＊レポートはA4の紙に書いてスマホ撮影して必ずPDF化してMoodleにアップしてください。
撮影画像をPDF化するため、事前にアプリ（画像 PDF で検索）をインストールのこと。
スキャナ読み取りや直接PDFを作れる人はそれでかまいません。ファイルサイズは小さく
（２００KB以内程度で）お願いします。

＊この授業は週２回（水、金）で、基幹物理学IAと基幹物理学IA演習ですが、
授業自体は特に区別なくおこないます。ただし金曜の方でレポート課題を出す
ことが多い（と思います）。

＊出欠確認は授業中Teamsのチャット機能の中でおこないます。
（授業中指示しますのでそのときに対応してください。）

＊もしMoodleアップできない場合は yama@mech.Kyushu-u.ac.jpにメール添付送付。
提出期限は授業中に言います。（Moodle内で指示される）

mailto:yama@mech.Kyushu-u.ac.jp


授業の進め方３（最終評価）
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＊基幹物理学IAと基幹物理学IA演習は別々に評価＝別々に単位を出します。

＊基幹物理学IAは授業中の演習＋水曜の出席＋最終試験で評価します。
（最終試験は今のところ、８月にオンラインでなく教室での試験を考えています）

＊基幹物理学IA演習は提出レポートと金曜の出席により評価します。

＊上記２つの単位に限らず、基幹教育科目（必修科目）は単位を落とさないよう、
しっかり勉強してください！

＊授業中、積極的に（teams内で）質問してください。質問する場合は、マイクミュートを
解除して発言してください。あるいはチャットに記入してください。



力学のための数学基礎（概要）
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１．力学では物体の運動を数学的に記述するために
その位置，速度，加速度を表現する必要があります．

２．位置は空間内の（位置）ベクトルで表現されます．
速度と加速度は，位置と速度の微分で記述できます．

３．従って，ベクトルと微分に関する数学的基礎を再度！
学びます．（高校まででだいたい学習しているはずです）

４．また，物体の運動をどのような座標系で表現するかも
重要です．ので，これを学習します．

５．運動の記述は微分方程式（と言うもの）で表現されます．
この知識も必要ですので学習します．



力学のための数学基礎１（概要）
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ベクトルの基本演算と微分に関することを学ぶ（復習する）．

運動を記述する座標系を学ぶ．

微分方程式の基礎を学ぶ．



ベクトルの基礎（２つのベクトル）
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普通のベクトルと位置ベクトル（点ベクトル）の2種類ある！

3次元空間内で物体の位置を記述するには
位置ベクトルを使います！

位置ベクトルは普通のベクトル
の始点を原点に固定したものです．
位置ベクトルは座標値（Ax, Ay）で
表現できます．

普通のベクトルは平行移動（A')しても
元のベクトルと全く同じベクトルです．
普通のベクトルは成分表示A=（Ax, Ay） （座標値と同じAx, Ay ）
でも表現されます．

ベクトルとは大きさと向きを持つ量

（力学では一般に3次元ですが，簡単のため
図では2次元にしています）

X

A

Y

=(A , A )x y

A’

A’

始点 位置ベクト ル

普通のベクト ル

普通のベクト ル



ベクトルの基礎（足し算）
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ベクトルは平行移動しても変わらない性質によ
り，平行四辺形により和の演算が定義できます．

ベクトルの足し算は平行四辺形！

（演習）
２つのベクトルの和は２つのベクトル
の各成分の和として計算できることを
図の平行四辺形を用いて示せ．

（力学では一般に3次元ですが，簡単のため
図では2次元にしています）

A X

A

B

Y

x Bx

By

Ay
A

B

   +A B

なお、引き算はマイナスつけた
ベクトルとの足し算



ベクトルの基礎（直交基本単位ベクトル）
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掛け算の定義の前にベクトルの直交基本単位ベクトルによる表現を
確認しておきます．

直交基本単位ベクトル(unit normal orthogonal vector)とは
直交する各座標軸に沿った長さ１のベクトル (i, j, k) です．

（演習）
直交基本単位ベクトル(i, j, k)を用いて
ベクトルは一般に

と表現できることを示せ．
（とても重要な表現方法！） X

Y

Z

i

j
k

i = j = =k 1

unit orthogonal vector

直交基本単位ベクトル

A=(A  , A  , A  )

   =A i + A j + A k

x y z

x y z

直交基本単位ベクトルは便利！



ベクトルの基礎（掛け算その１：内積）
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内積はベクトルの積のひとつで，特に２つのベクトルの
角度関係を表すのに便利です．

内積の定義

（内積はスカラー量＝符号を含めた大きさのみの量であることに注意*）

（＊ベクトル量＝大きさと向きで定義される量．このときの大きさには符号は無い）

演習１）

ただし、 は の大きさ（長さ）

A

B

B cos

inner product = A B cos
(scalar)

X

を示せ

演習２）

内積定義より

を示せ内積定義より

（内積演算において分配則 成立を用いてよい）

演習３） を三平方の
定理を用いずに示せ

内積定義より

（内積は特に２つのベクトルが直交しているかどうかの判断に便利です）

Inner product (scalar product)



ベクトルの基礎（掛け算その２：外積）
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外積もベクトルの積のひとつでベクトル量です．
向きと大きさに意味を持ちます．

外積の定義＝＞右図
（ベクトル量＝向きと大きさがあることに注意）

演習１）

A

B

= outer product

A B sin=

(vector)

A B

A B

A B

大きさ＝

向き＝ から に至る右ねじ方向（右手系と同じ）

正負あり

を示せ

演習２） を示せ

（行列式の定義でも表せる）

外積はベクトル量であり、特にその向きが重要です。
なお、ベクトルA,Bの向きが同じなら、外積は０です。

Outer product (vector product)



微分の表現方法（数学と物理学・工学の違い）
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物理学や工学では独立変数（何の関数か）が，時間tの事が
多く，このためy=y(t)やx=x(t)のような表現が多いです．

数学では関数は y＝ｆ（ｘ）の表現が普通であり，ｘが独立変数，
ｙが従属変数と呼ばれます．

移動する物体の位置を表すベクトルは時間関数として表現し，各要素も時
間関数として

のように表現します．

は数学での表現．

微分表現方法まとめ

は物理学や工学での表現．



ベクトルの基礎（微分と積分）
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位置ベクトルの微分は各要素の微分であり，速度ベクトルと
呼ばれます．

速度ベクトルの積分は各要素の積分であり，位置ベクトルと
なります．

を位置ベクトルとすると，
その微分（速度ベクトルは）

なおもともと微分の定義（高校数学）は

演習1） 微分の定義式から，ベクトルの微分が各要素の微分となることを示せ

演習2） 微分の定義式から，以下の４つの微分の公式を証明せよ



運動を記述する座標系
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しかしながら，運動の幾何形状に応じてこれとは異なる座標系を使う方が
問題を簡潔に記述し，運動解析しやすくなることが知られています．

これまで座標系は暗黙に直交座標系（デカルト座標系）を仮定していました．

では，座標系にはどのような種類があるのか？

１）直交座標系（デカルト座標系, Cartesian Coordinate System）
２）極座標系（Polar Coordinate System）
３）円筒座標系（Cylindrical Coordinate System）
４）その他，斜交座標系など

以下，これらの座標系を順番に説明します



直交座標系
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これまで馴染んできた座標系です．X,Y,Z軸は原点で互いに直角に交わります．

x

Y

Z

0
i

j

k

A

Ax

Ay

Az

このようにベクトルを基本単位ベクトル i,j,kで表現する表記法に慣れてください．
これから様々な座標系での相互変換などにこの表記法は大活躍します．

位置（ベクトル）は

加速度（ベクトル）は

速度（ベクトル）は



極座標系（2次元）
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2次元の極座標系は回転運動する物体の表現に便利です

ベクトル 𝒓を 𝑟𝒆𝑟 と表記します．
𝒆𝑟は𝑟方向の単位ベクトルです．𝒆𝜃は𝜃方向の単位ベクトルです.

直交座標系でのi,jを用いてこれらを表現すると，



極座標系（2次元）
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極座標系で点ベクトルｒの速度を計算すると

ここで を計算してみる．

なので速度は

さらに， を用いて

もう一度微分（速度の微分は加速度）すると，

まとめ：2次元極座標系で位置，速度，加速度は



極座標系（３次元）
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３次元の極座標系は球に関連する運動の表現に便利です

ベクトル 𝒑を 𝑟𝒆𝑟 と表記します．
𝒆𝑟は𝑟方向, 𝒆𝜃は𝜃方向, 𝒆ϕはϕ方向の単位ベクトルです.

まず,

です．



極座標系（３次元）
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これらから

と書けます．

これらを微分すると



極座標系（３次元）
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結局，3次元極座標系での位置，速度，加速度は

演習）3次元極座標系での位置，速度，加速度を表す上式を証明してください



まとめ
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・ベクトルの基本演算と微分・積分について学んだ

・運動を記述する座標系を学んだ

（チェック１）ベクトルの２種類の掛け算はどう定義されるのか？

（チェック２）ベクトルの２種類の掛け算の意味をそれぞれ一言でいうと

（チェック３）理学（数学）と工学・物理学で異なる微分の表記法とは？

（チェック４）ベクトルの微分はどう定義されるか？

（チェック５）ベクトルの積分はどう定義されるか？

（チェック１）デカルト座標系とは？

（チェック２）基本単位ベクトルによるベクトル表記を示せ

（チェック３）２次元極座標系で点ベクトルはどう記述されるか？

（チェック４）２次元極座標系で速度ベクトル、加速度ベクトルはどう記述されるか？


