
 

Ａ（地球環境学） 

 

以下の問題１～問題２を全て解答しなさい． 

 

問題１  日中，地表面で吸収された太陽放射・大気放射エネルギーは，地温の上昇，

気温の上昇，水の蒸発などに使われる．夜間は地温・気温は低下し，結露する

こともある．一般に，地表面では，次のエネルギー収支式が成り立つものとす

る． 

 

Rn = H + LE + G 

 

ここで，Rnは正味放射フラックス（Wm-2），Hは顕熱フラックス（Wm-2），LE は潜

熱フラックス（Wm-2），G は地中熱フラックス（Wm-2）である．顕熱は絶対温度

に比例した熱量であり，潜熱は水が相変化するときに吸収あるいは放出する熱

量である.各フラックスの向きに関しては，Rnと Gは下向きを正，Hは上向きを

正とする．LE は蒸発を正，凝結を負とする． 

 

問１   図１は，暖候期の晴天日に北米で観測されたエネルギー収支の日変化である．

図 1 の(a)と(b)がどのような地表面状態であるか，水面，草地，砂漠の中から

最も適当なものをそれぞれ一つ選び，日変化の特徴をそれぞれ 100 字以内で説

明しなさい． 

 

問２ 図２は，夏季の晴天日に北米のよく灌漑された牧草地で観測されたエネルギ

ー収支の日変化である．この牧草地は，周囲から乾燥した高温の空気が流入す

る環境にある．上記のエネルギー収支式が成り立つものとして，以下の問いに

答えなさい. 

 

（１）潜熱フラックスが正味放射フラックスを上回る時間帯が多い．この理由を 150

字以内で説明しなさい．  

 

（２）午後，日中にもかかわらず，顕熱フラックスは負になる．この理由を 150 字

以内で説明しなさい．  
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図１．北米の異なる地表面で観測されたエネルギー収支の日変化. 観測は，暖候期の晴天日

に行われた. 出典：Hartmann (2016)： Global Physical Climatology, Second edition,  

Elsevier. 

図 2．北米のよく灌漑された牧草地で観測されたエネルギー収支の日変化.  観測は，夏季の

晴天日に行われた. 出典：Hartmann (2016)： Global Physical Climatology, Second edition,  

Elsevier. 
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問題２ 太陽系の４つの地球型惑星（水星，金星，地球，火星）と地球の衛星であ

る月の中で，生命の存在が確認されているのは地球のみである．下の表に書

かれている情報から，地球のみが生命が存在できる環境である理由として考

えられることを２つ挙げて，それぞれ 300 字程度で論述しなさい． 

 

 

 

 水星 金星 地球 月 火星 
太陽からの平均距

離 (天文単位) 
0.387 0.723 1 1 1.524 

公転周期(太陽年) 0.2409 0.6152 1 ― 1.8809 

軌道離心率 0.2056 0.0068 0.0167 ― 0.0934 

自転周期(日） 58.65 243.0 0.9973 27.32 1.026 

赤道半径(km) 2,440 6,050 6,380 1,738 3,390 

表面重力（地球=1） 0.37 0.88 1 0.165 0.38 

大気（主な成分） なし 二酸化炭素 窒素，酸素 なし 二酸化炭素，

窒素 

表面気圧（hPa） ＜10-2 約 9×104 約 103 0 約 6 

惑星アルベド 
（反射能） 

0.06 0.78 0.30 0.07 0.16 

 

表１．水星，金星，地球，月，火星の比較（小倉,1984;理科年表他から編集） 
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Ｂ（地球科学 I）  

 

以下の問題１～問題３を，それぞれ別の解答用紙に分けて，全て解答しなさい．た

だし，問題１の問３については専用の解答用紙を使って解答しなさい．本科目を選

択する場合は，定規を貸与するので，挙手をして監督者に申し出ること． 

 

問題１ 図１は，ある地域の地質図である．図中の破線は等高線を示している．A 層

は泥岩からなり，その最上部から石炭紀最後期の腕足類化石を産出する．A 層

と B 層は整合関係にある． B 層と C 層は，それぞれ図２と図３の化石を産し，

C 層の基底部では約 240 Ma の花崗岩礫が含まれる．D 層は砂岩からなり，花

崗岩に貫入されている．花崗岩からは約 600 Ma の火成年代が得られている．E

層からはジュラ紀の恐竜の足跡化石が見つかっている．D 層と花崗岩の境界を

除き，それぞれの地層どうしの境界は平面である．以上をもとに，以下の問１

〜７を全て答えなさい． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１ B 層と C 層の境界面の走向と傾斜を答えなさい．  

 

問２ P 地点において，B 層と C 層の境界面の深度は何 m か答えなさい． 

 

 

図 1 地質図 
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問３ X–Y に沿った断面図を，専用の解答用紙を使って描きなさい．断面図には各

層の名称を「A 層，B 層」などと付しなさい．なお，パターンを描く必要はない． 

 

問４ B 層と C 層の堆積年代，および両層の地質関係を推定しなさい．また，そう

考えた理由を答えなさい． 

 

問５ D 層と A〜C 層はどのような地質関係で接しているかを述べなさい．また，

そう考えた理由を答えなさい． 

 

問６ B 層は白色〜灰白色の岩石からなり，ハンマーでひっかくと傷がつき，希塩

酸をかけると気体が発生した． 

 

（１）B 層を構成する岩石の名前を答えなさい．また，希塩酸をかけた時に発生し

た気体は何か答えなさい． 

 

（２）B 層には，図４のような黒い筋（黒矢印）に特徴づけられる組織が観察され

た．この組織の名称を答え，またそれがどのように形成されたかを答えなさい． 

 

問７ この地域の地史を，150字程度で述べなさい． 
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図４  B 層に見られる黒い筋状の組織．写真横幅は約 50 cm．（狩野・村田，1998 を改変） 

図２ B 層に含まれる化石．写真横幅は

約 2 cm．（大八木，2000 より引用） 

図３ C 層に含まれる化石． 
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問題２ 以下の堆積物について，問１～問２を全て答えなさい． 

 

１） 陸源堆積物 

２） 生物源堆積物 

３） 海水源堆積物 

 

問１ １）から３）の堆積物の生成過程に関して，それぞれ３行程度で説明しなさ

い． 

 

問２ １）から３）の堆積物を調べることにより，地球環境変動について，どのよ

うなことを明らかにすることができるか，研究手法を含めてそれぞれ３行程度

で説明しなさい． 

 

 

問題３ 以下の文章を読んで，問１～問３を全て答えなさい． 

 

大量絶滅とは，比較的短い地質学的時間において，多数の分類群で大規模な絶滅

が起こるイベントであり，顕生累代においては，５回の大量絶滅が認められている． 

これらの大量絶滅の原因として，古くは，寒冷化や海水準低下などに原因を求め

ることが多かったが，近年では天体衝突や洪水玄武岩の噴出など，カタストロフィ

ックな事象との関連が指摘されている． 

 

問１ 白亜紀末の大量絶滅は，天体衝突が主な原因と考えられている．天体衝突が

起きたことの，有力な物的証拠となるものを３つ挙げなさい． 

  

問２ 一般に洪水玄武岩の噴出は，グローバルな地球環境にどのような影響を及ぼ

すと考えられるか，５行程度で答えなさい． 

 

問３ 大量絶滅期の層準において，炭酸塩の炭素安定同位体比（δ
13

C）を調べると，

負方向へのシフトを示すことがある．この原因として考えられる要因について，

炭素安定同位体の分別効果に言及しつつ，５行程度で説明しなさい． 
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Ｃ（地球科学 II） 

 

以下の問題１～問題３を全て解答しなさい．ただし，問題３の問１と問２については，

専用の解答用紙を使って解答しなさい． 

 

問題１ 火成岩はその組織の違いによって，火山岩と深成岩に大別される．以下の問

１～３に全て答えなさい． 

 

問１ 火山岩と深成岩の薄片を偏光顕微鏡で観察した場合，結晶の粒径や形など，

組織にどのような違いが認められるか，３行程度で答えなさい． 

 

問２ 火山岩を特徴付ける組織は，どのようにして形成されると考えられているか．

「マグマだまり」，「急冷」と「噴出」の語句を用いて，２～３行程度で答えな

さい．なお，解答文中のこれらの語句にはアンダーラインすること． 

 

問３ 図１は定圧条件下における

Mg2SiO4（フォルステライト）—SiO2

（シリカ鉱物）系の模式的相平衡図

である．また，Ｒは反応点（包晶点），

Ｅは共融点（共晶点）である．この

図を参考にして以下の（１）〜（４）

に答えなさい．なお，フォルステラ

イトは Mg-カンラン石を，エンスタ

タイトは Mg-斜方輝石を示す． 

 

（１）相律において，系の自由度 F，成分の数 c および共存する相の数ｐには F = c 

+ 2 − p の関係がある．図１に示す相平衡図にしたがって起こるさまざまな現

象を，相律によって理解しようとする場合，成分の数 c はいくつとすればよ

いか．数字で答えなさい．また，その成分を具体的に述べなさい． 

 

（２）組成 X1の液を冷却した場合，温度 TRに達するまでは温度は低下しながら液

相からフォルステライトが晶出し続ける．しかし，温度 TRになると，冷却を

続けても，一旦，系全体の温度は低下しなくなる．その理由を，相律を用い

て説明しなさい． 

図１ Mg2SiO4—SiO2系の模式的相平衡図 
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（３）温度 TRにおいて，冷却を続けても温度が低

下しない状態にある時，共存する相を全て

答えなさい．また，それらの相の量比はど

のように変化しているか答えなさい． 

 

（４）図２は，ある火山岩の偏光顕微鏡写真（ク

ロス・ニコル）であり，他形のカンラン石

を取り巻いて自形面を持つ斜方輝石が成長

していることを示している．このような組

織は，どのようにして形成されたと考えら

れるか．５～６行程度で答えなさい． 

図２ 火山岩の偏光顕微鏡写真 
（クロス・ニコル） 

Ol,カンラン石; Opx,斜方輝石 
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問題２ 地球内部の構造は地震波を使って調べられる．以下の問１～５に全て答えな

さい． 

 

問１ 図３は海洋地域における地表から深さ 900 km までのＳ波速度が示してある．

図中に示したように，力学的性質の違いによって区分される(ア), (イ)の領域，お

よび構成物質の違いによって区分される(A), (B), (C)の領域に当てはまる名称を

全て答えなさい． 

 

問２ 図３において (ア)と(イ)の領域はプレート運動を考える上で重要な区分であ

る．(ア)と(イ)の領域の力学的性質の違いを，プレートの運動と関連付けて３行

程度で説明しなさい． 

 

問３ 図３に示されるように，海洋地殻の厚さは平均 6～7 km 程度で，2 億年より

も古いものがほとんど存在しないのに対し，大陸地殻は一般に 30～60 km 程度

で 2 億年よりも古いものが多く分布している．このように海洋地殻と大陸地殻

の厚さおよび年代の特徴が異なる理由について，構成物質の違いに着目し，プ

レートテクトニクスと関連付けて５行程度で説明しなさい． 

 

問４ 図３において(C)の領域では，図４に示されるように，圧力の上昇に伴ってオ

リビン構造のカンラン石が変形スピネル構造のウォズリアイトへ，また変形ス

ピネル構造のウォズリアイトがスピネル構造のリングウッダイトへ変化する．

このように鉱物の結晶構造が変化する事を何と呼ぶかを答えなさい．また，上

記の例のように圧力の上昇に伴って同様な変化をする鉱物の組合せ 1 組とその

化学組成を下記の例のように答えなさい． 

  例：カンラン石，ウォズリアイト（Mg2SiO4） 

 

問５ 図３に示されるように，410 km 付近と 660 km 付近にＳ波速度の不連続面が

存在する．この不連続面は，図４に示されるように，深さ 410 km 付近ではカン

ラン石がウォズリアイトに変化し，深さ 660 km 付近ではリングウッダイトがブ

リッジマナイト＋マグネシオウスタイトに分解するためであると考えられてい

る．プレートが 660 km 付近まで連続的に沈み込んでいる場所を考えると，一般

的な深度（およそ 410 km と 660 km）と比べて，これら 2 つの不連続面の深度は

それぞれ浅くなるか深くなるかを，温度とクラペイロン勾配の観点から５行程

度で説明しなさい． 
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図４ Mg2SiO4成分をもつ系の相図（Helffrich & Wood, 2001 から） 

  

図３ 海洋地域におけるＳ波速度の深さ分布       

  (Grand & Helmberger, 1984 から) 
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問題３ 図５は FeO–Fe2O3–SiO2 系の相平衡図（液相面投影図）を簡略化したもので

ある．相境界線で囲まれた各領域中の鉱物名及び Fe は，液相面上で液と共存

する結晶を示している．相境界線上の矢印は，温度の低下する向きを表してい

る．また，破線は等酸素分圧線で，酸素分圧を気圧単位で付記してある．この

図をもとに，晶出した結晶は系から取り除かれるとして以下の問１～問３に全

て答えなさい．なお，問１および問２は専用の解答用紙を用いなさい． 

 

問１ 酸素について閉じた系について考える．図５の点Ａの液から酸素分圧が液の

組成に応じて変化しながら結晶が晶出する時について，以下の（１）及び（２）

に全て答えなさい． 

（１）液の組成がどのように変化するか図示しなさい． 

（２）液が全て無くなった時に存在する結晶を全て答えなさい． 

 

問２ 次に酸素について開いている系について考える．酸素分圧が 10–3気圧で一定

に保たれる条件下で図５の点Ａの液から結晶が晶出する時について，以下の（１）

及び（２）に全て答えなさい． 

（１）液の組成がどのように変化するか図示しなさい． 

（２）液が全て無くなった時に存在する結晶を全て答えなさい． 

 

問３ 図５の点Ａの液から極少量の結晶が晶出した時，液の組成がより SiO2に富む

ようになるのは問１の条件（酸素について閉じた系）か問２の条件（酸素分圧

が一定に保たれる系）のどちらか答えなさい． 
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図５ FeO–Fe2O3–SiO2系の簡略化した相平衡図 (Muan, 1955 を修正) 
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Ｄ（地球科学Ⅲ） 

 

以下の問題 1～問題 3を全て解答しなさい． 

 

問題 1 以下の(a)～(d)について，地球科学的な観点から，それぞれ 100 字程度で説

明しなさい．  

(a)不適合元素 

(b)アイソクロン 

(c)縞状鉄鉱層 

(d)消滅放射性核種 

 

問題 2 岩石や鉱物の年代学に広く用いられているウラン(U)-鉛(Pb)放射壊変系に関

する以下の問 1～問 2に答えなさい． 

問１ ある岩石試料を分析した結果，Pb 同位体比として 206Pb/204Pb=2702.7, 
207Pb/204Pb=688.9, 208Pb/204Pb=188.9，Uおよび Pbの濃度としてそれぞれ 767 ppm，

478 ppmが得られた． 

（１）この試料の Pbの原子量を原子質量単位（amu）で求めなさい．ただし，各 Pb

同位体の質量を 204Pb=203.97 amu, 206Pb=205.97 amu, 207Pb=206.98 amu, 
208Pb=207.98 amuとする． 

（２）この試料中の 206Pb, 207Pbはすべて放射壊変起源であるものと仮定する． 206Pb, 
207Pbの 238U, 235Uに対する各々の比（原子数比）である 206Pb/238Uおよび 207Pb/235U

をそれぞれ時間 tの関数として数式で表しなさい．なお， 235U，238Uの壊変定

数としてそれぞれ235，238を用いること． 

（３）235U，238U の半減期はそれぞれ 7.04 億年，44.7 億年である．235U および 238U

のそれぞれの壊変定数235，238を求めなさい． 

（４）この試料の 206Pb/238U および 207Pb/235U の値をそれぞれ求めなさい．なお，U

の原子量を 238.029 amu，試料中に現存する 3 つの U 同位体の組成を
234U=0.0054, 235U=0.7204, 238U=99.2742 (%)とする． 

（５）上記（４）で求めた 206Pb/238U および 207Pb/235U の値から年代値をそれぞれ求

めなさい． 

（６）上記（５）で求めた２つの年代値を比較し，この試料の U-Pb 放射壊変系に

ついて考察できることを 100字程度で答えなさい． 
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問２ ジルコン（ZrSiO4）は火成岩中に普遍的に産する鉱物であり，また，砕屑粒子

として多くの堆積岩中にも含まれる． 

（１）ジルコンが形成された年代を調べるにあたり， U-Pb 放射年代測定法は最適

な手法として利用されている．その理由について，ジルコン結晶の化学的な

特徴をふまえ，100字程度で答えなさい． 

（２）岩石中に見出されるジルコンは，長径 1 mm 以下の細粒であることが多い．

このような細粒なジルコンを対象にU-Pb放射年代を測定するための具体的な

分析法について 100字程度で答えなさい．  

 

問題 3 図 1 は，太陽光球の分光分析と炭素質コンドライト隕石の化学分析で得られ

た元素存在度を比較し，主な元素について記したものである． 以下の問 1～

問 2に答えなさい．  

問１ 太陽光球の分光分析値および炭素質コンドライト隕石の化学分析値を比較参

照することにより，太陽系の相対的な元素存在度に関する知見を得ることがで

きる．その理由について 100字程度で答えなさい． 

問２ 図 1 に示されるように多くの元素について，両者のデータは比較的よく一致

している．しかし， H, He, Li, C, N, O, Ne, Ar については顕著な不一致が

見られる．その理由として考えられることを，Li とそれ以外の元素に分けて，

それぞれ 100字程度で答えなさい． 

図 1．太陽光球の分光分析と炭素質コンドライトの化学分析による元素

存在度の比較．両軸の Si の原子数を 106として規格化し，対数値で示

されている．Anders and Grevesse (1989)の報告値をもとに作成． 
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Ｅ（物理学）	

	

以下の問題１～問題２を，それぞれ別の解答用紙に分けて，全て解答しなさい．	

	

問題１	 図１のように，鉛直下向きの一様な重力場のもとで，水平な床に固定されて

いる半径Rの半球がある．半球の頂上から僅かにずれた位置に，半径 r，質量m
の球対称な密度分布を持つ球をのせて静かに手を離したところ，球は半球を滑

らずに転がり，その後，滑りはじめた．ここでは，球を半球の上にのせた際の

頂点からの位置のずれは十分に小さいとして無視できるものとする．時間を t，

球の重心を通る回転軸周りの慣性モーメントを I ，半球の中心と球の重心を結ん

だ直線と鉛直上向き方向とのなす角をθ，球と半球の間に働く摩擦力の大きさ

をF，垂直抗力の大きさをN ，重力加速度の大きさを g とし，転がり摩擦は働

かないものとする．球の重心運動の進行方向を向いた単位ベクトルを
!s ，球の

重心から半球の中心を向いた単位ベクトルを
!nとする．以下の問１〜問２に答

えなさい．	

	

問１	 球が半球を滑らずに転がっているときの運動について，小問（１）〜（７）

に答えなさい．	

（１）球の重心の速度ベクトル
!
υ =υ

!sの大きさυと
dθ
dt

の関係を求めなさい．		

（２）球の重心の加速度ベクトル
!aは !a = dυ

dt
!s + υ 2

r + R
!nと表せることを速度ベクトル

の微分により示しなさい．		

（３）球の重心運動について，
!s ベクトルと

!nベクトルに沿った方向の運動方程式を

それぞれ立てなさい．	

（４）球の回転に関する運動方程式を立てなさい．	

（５）静止した座標系でみたときの，球の重心周りの回転角速度の大きさをωとす

る．滑らない条件から
dθ
dt

とωの関係を求めなさい．		

（６）以下の関係を導出しなさい．また，その物理的意味を説明しなさい．	

	
1
2
m r + R( )2 1+ I

mr2
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟
dθ
dt

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟
2

=mg r + R( ) 1− cosθ( ) 	

（７）摩擦力F，垂直抗力N をθの関数として表しなさい． I，m， r，g を用いる

こと．	
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問２	 球はθ =θc まで転がったところで滑り始めた．球と半球の間の静止摩擦係数µ

をθc を用いて表しなさい．ここでは球の密度を一様として， I = 2
5
mr2 を用いて

よい．	

	

	

g

θ

m

R

r s
n

sn

	

図１	
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Ｇ（生物学） 

 

以下の問題 1～問題 3を，それぞれ別の解答用紙を用いて全て解答しなさい． 

 

 

問題 1 以下の文章を読み，問１～問６に全て答えなさい． 

 

光合成は，光エネルギーを化学エネルギーに変換する過程であり，①二酸化炭素

と水を材料とし，グルコースを生成し，酸素を副産物として排出する．植物の光合

成は葉緑体とよばれる細胞小器官で行われる．②葉緑体はいくつかの異なる光合成

色素をもち，これらが太陽光（可視光）を吸収することで，光合成の中心的な働き

をする． 

光合成は二つの過程（明反応とカルビン回路）にわけることができる．明反応で

は，可視光が化学エネルギーに変換され，エネルギーと電子を伝える分子が生成さ

れる．カルビン回路では，それらの分子から供給されるエネルギーと電子，そして

CO2 の炭素を使ってグリセルアルデヒド 3-リン酸（G3P）とよばれる糖分子が生成

される．グルコースは G3P を原材料にして生成される． 

  

問１ 下線部①の反応式を書きなさい． 

 

問２ 下線部②に関して，落葉樹の葉は秋から冬にかけての気温低下時に黄色や橙

色に変わる．このとき葉緑体内で生じる変化を，光合成色素に着目して 30

字程度で書きなさい． 

 

問３ 明反応における水分子の役割を，30 字程度で書きなさい． 

 

問４ 明反応からカルビン回路に引き渡される分子を次の【選択肢】から２つ選び，

それぞれについて，光合成における機能を各 40 字程度で書きなさい． 

 

【選択肢】 ADP  ATP  NADP+  NADPH  NADH 

 

問５ G3P の他に，カルビン回路で生成される糖分子の名称を書きなさい． 

  

 問６ 光合成でつくられるグルコースの酸素原子は，二酸化炭素分子と水分子に含

まれる酸素原子のうち，主にどちらに由来すると考えられるか．明反応とカ

ルビン回路の過程をふまえて 100 字～150 字程度で書きなさい． 
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問題 2 以下の文章を読み，問１，問２に全て解答しなさい． 

 
A さんと B さんが，ある地域のカエルを調査したところ，形態は極めて似ていて

区別がつかないものの，色彩から明確に 2 つのタイプに分けることができるカエル

をそれぞれ多数見出した．この 2 タイプのカエルのうち，一方のカエルはその皮膚

が緑色であったが，もう一方のカエルの皮膚には緑色に加えて赤い斑点が見られた．

これらの中間的な色彩を持つカエルは見られなかった．A さんはこの 2 タイプのカ

エルの違いを①種の違いであると判断したが，B さんは②別の解釈も可能だ，と主張

した．なお，この 2 タイプのカエルは，同所的に生息しているものとする． 

 

問１ 下線部①に関し，A さんが見出した 2 タイプのカエルが，互いに異なる種で

あると判断するには，どのようなことが分かればよいか，生物学的種概念に

基づいて，50 字程度で答えなさい． 

 

問２ 下線部②に関し，B さんが主張した，別の解釈にはどのようなものがあるか．

また，そのような解釈をするためには，どのようなデータや証拠が必要とな

るか．合わせて 50 字程度で答えなさい． 

 
 
問題 3 以下の文章を読み，問１～問３に全て解答しなさい． 

 
オーストラリアには元来，真獣類（子宮内で初期発生を完了する哺乳類）がほと

んど生息せず，多様な有袋類（子宮の外で，一般的には母親の育児嚢で初期発生を

完了する哺乳類）がみられる．一方，哺乳類の化石記録や分子系統学から，真獣類

に比べて有袋類は原始的で，出現が早いと考えられている．オーストラリアの有袋

類にはカンガルーやコアラの他，フクロネコやフクロモグラ，フクロウサギ（バン

ディクート）やフクロオオカミ（タスマニアオオカミ）など，それぞれ他の大陸に

分布する真獣類のネコ，モグラ，ウサギ，オオカミに似た形態や生態を示すものが

みられる． 

 

問１ オーストラリアの有袋類のように，種分化の過程でさまざまな環境に進出し，

多様な形態の種を生み出す現象を何というか． 

 
問２ 下線部で示した例のように，直接の系統関係を持たない動物どうしが同様な

生態を持つことで，その形態が類似する現象のことを何というか． 

 

問３ 有袋類はなぜオーストラリアで多様化できたのか．その理由として考えられ

ることを 100 字程度で答えなさい． 
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