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以下の注意事項をよく読むこと． 

 

1． 問題冊子１冊(この冊子), 解答用紙６枚, 草案紙２枚を配布する．  

2． 専門科目試験の問題は,Ⅲ 化学，Ⅳ 地球科学Ⅰ（地球史・テクトニクス・

堆積学），および Ⅴ 地球科学Ⅱ（岩石学・鉱物学・資源地質学）の３分

野から出題される．このうち，出願時に申請した２分野を選択して解答せよ． 

3． 各分野の出題は, 例えば Ⅲ—1, Ⅲ—2 のように, いくつかの問題からなる． 

解答の方法については, 各分野の問題紙に与えられている指示をよく読むこ

と． 

4． 解答は, Ⅲ—1, Ⅲ—2 などの問題ごとに別々の解答用紙(1枚)を用い, 指定

された欄に,化学などの科目名， Ⅲ—1 のように問題番号，そして受験番号

を記入すること．氏名は記入しないこと． 

5． 解答は解答用紙の裏面に及んでもよい． 

6． 解答用紙, 草案紙が足りないときは, 試験監督者に申し出ること． 

7． 解答用紙は選択した分野ごとに回収する．回収する解答用紙の枚数は，そ

れぞれ以下のようである：Ⅲ(化学)が３枚，Ⅳ(地球科学I)が２枚，Ⅴ(地球

科学Ⅱ)が３枚である．選択した２分野のすべての解答用紙に受験番号を記

入し提出すること．なお，３分野以上にわたって提出しないこと． 

8． 問題冊子と草案紙，および余った解答用紙は持ち帰ってもよい． 

 

 

 

 



Ⅲ 化学 
 

以下の５問（Ⅲ–1，Ⅲ–2，Ⅲ–3，Ⅲ–4，Ⅲ–5）のうち，Ⅲ–1 は必ず解答し，Ⅲ–2, Ⅲ

–3，Ⅲ–4，Ⅲ–5 はいずれか 2 問を選択して解答せよ.     

 

Ⅲ–1（必須） 以下は地球の大気を構成する分子である．これに関して，各問題に

答えよ． 

 

① 水素 ② ヘリウム ③ メタン ④ 二酸化炭素 

⑤ 窒素 ⑥ 酸素 ⑦ アルゴン 

 

問題 1 ①〜③の各分子について，それぞれの分子式を示しなさい． 

 

問題 2 大気圧下における純物質の沸点が最も高い分子を選び，番号で答えなさい． 

 

問題 3 地球の対流圏大気中における平均濃度がもっとも大きい分子を選び，番号で答

えなさい．ただし，濃度は単位体積あたりの大気に含まれる各分子のモル量で

比較するものとする． 

 

問題 4 気相中濃度が等しい条件で比較した時，20℃の純水に対する溶解度がもっと

も大きくなる分子を選び，番号で答えなさい．ただし，溶解度は単位体積あたり

の純水に溶解するモル量で比較するものとする． 

 

問題 5 水に対する総溶解量が水の pH に依存して変化する分子をすべて選び，番号で

答えなさい． 

 

問題 6 温室効果（赤外放射活性）を示す分子をすべて選び，番号で答えなさい． 

 

問題 7 ①〜⑦以外で温室効果（赤外放射活性）を示す分子を一つ挙げ，分子式で答え

なさい． 

 

問題 8 ①〜⑦の中から一つを選び，その大気中濃度を求める方法を， 100 字程度で

なるべく具体的に説明しなさい．選んだ分子の番号は必ず記載すること． 



Ⅲ–2（選択） 以下の各問題に答えよ．ただし，原子量は H＝1.0，O=16.0，Na=23.0，

Cl＝35.5 とする． 

 

問題 1 固体の NaOH 試薬 4 g を純水に溶解して，全量を 100 mL とした．この水溶

液の pH を求めよ． 

 

問題 2 問題 1 で作成した NaOH 水溶液 100 mL に，1 mol/L の HCl 水溶液 100 mL

を添加した．この水溶液の pH を求めよ． 

 

問題 3 問題 1 で作成した NaOH 水溶液 100 mL を，容器のふたを閉め忘れた状態

で実験室に放置してしまった．一ヶ月後に気づいて水溶液を観察すると，

溶液の一部が蒸発するとともに，残った溶液は白濁していた．この溶液に

問題 2 と同様に HCl 水溶液を添加したところ，今度は水溶液から発泡が観

察され，白濁は消滅した．発泡した気体物質は何か．分子式で答えよ．ま

た一ヶ月間放置している間，およびその後 HCl 水溶液を添加した際に，そ

れぞれ何が起きたのか．合わせて 150 字程度で記述せよ． 

 

問題 4 pH=1 の HCl 水溶液を，純水を用いて 1000 倍に希釈したところ，pH=4 と

なり，[H+] は 1/1000 に希釈された.しかし，pH=5 の HCl 水溶液を純水を用

いて 1000 倍に希釈しても， pH=8 にはならなかった．同じ 1000 倍希釈で

も[H+]の希釈率に違いが出るのはなぜか．理由を 300 字程度で述べよ． 

 



Ⅲ–3（選択） 14C 年代測定法について説明した以下の文章を読み，各問題に答え

よ．ただし，ln2 = 0.69 とし，また 1 mol の原子数は 6.02×1023個とする． 

 

 14C は自然に原子核が壊変する…①…同位体に分類され， 5,730 年の半減期で減じ

ていく．これを利用して試料中の 14C/12C 比から年代を推定することができる．測定

限界の 14C/12C 比が，元の 14C/12C 比の 1/1024 である場合，…②…年前が 14C 法によ

る年代測定の限界になる．14C 法によって求めた年代は BP で表記されることがある

が，これは…③…による擾乱をあまり受けていない 1950 年を起点として，何年前

と実年代が表記される． 

 自然起源の 14C は，大気上層で…④…と大気中の窒素から生じ，生成後ただちに

酸素と結合して…⑤…になり，大気中に広がる．14C を含む…⑤…はやがて…⑥…

によって植物に取り込まれて有機体となり，さらに食物連鎖で動物にも広まってい

く．したがって生物の細胞中に有機体として存在している 14C は，…⑥…で有機体

となった時点から減じていくと見なせる．つまり，生物の遺体から炭素試料を得て
14C/12C 比から年代測定すると，その細胞に利用された炭素について，いつ頃…⑥…

が行われたかを示しているものと考えられる． 

 

問題 1 空欄①〜⑥に適切な語句もしくは数字を入れよ． 

 

問題 2 原子核の壊変は確率的な現象であり，ある閉鎖系内における単位時間あた

りの総壊変数は，その時点で系内に存在している原子核の総数に比例する．

この時の比例定数は壊変定数と呼ばれ，各核種に固有なものである．「分」

を時間の単位として，また「個」を原子核の数の単位として，14C の壊変

定数を有効数字 2 桁で求めなさい．計算過程も示すこと． 

 

問題 3 ある遺跡から発掘した木炭（12C 含有量 1 mol）の中で，平均すると毎分 1

回の頻度で 14C が壊変していることがわかった．この炭素の 14C/12C 比を有

効数字 2 桁で求めなさい．計算過程も示すこと． 

 



Ⅲ–4（選択） 以下の文章を読み，各問題に答えよ．ただし，原子量は H＝1， C=12，

N=14，O=16，S＝32 とする． 

 

 堆積物 A と堆積物 B より，有機溶媒，酸性水溶液，アルカリ性水溶液のいずれに

も溶解しない黒色有機物 a と b をそれぞれ得た．これらの黒色有機物を酸素気流中

で完全燃焼させたところ 3.25 mg の黒色有機物 a から二酸化炭素（CO2）を 9.24 mg，

水（H2O）を 2.88 mg，二酸化硫黄（SO2）を 0.28 mg，窒素（N2）を 0.04 mg 得た．

4.12 mg の黒色有機物 b から二酸化炭素を 11.55 mg，水を 1.80 mg，二酸化硫黄を 0.26 

mg，窒素を 0.02 mg 得た．黒色有機物 a，b はすべて燃焼し燃焼残渣（灰分）はない

ものとする．  

 

問題 1 黒色有機物 a と b の炭素，水素，酸素，硫黄，窒素の重量%濃度をそれぞ

れ答えよ．小数点以下第 2 位を四捨五入せよ． 

 

問題 2 黒色有機物 a と b の H/C 原子比，O/C 原子比，S/C 原子比をそれぞれ答え

よ．小数点以下第 3 位を四捨五入せよ． 

 

問題 3 黒色有機物 a と b を比較して，脂肪族構造により富んでいるのはどちらか

答えよ．その理由も 30 字程度で簡潔に答えよ． 

 

問題 4 黒色有機物 a と b を比較して，芳香族構造により富んでいるのはどちらか

答えよ．その理由も 30 字程度で簡潔に答えよ． 

 

問題 5 黒色有機物 a と b を比較してより陸上高等植物起源の有機物に富んでいる

のはどちらか答えよ．その理由も 50 字程度で簡潔に答えよ． 

 



Ⅲ–5（選択） 次の(1)～(3)はいずれも炭化水素の炭素骨格を示したものである．こ

れらの化合物に関する各問題に答えよ． 

 

 (1)     

 

(2)    (3)   

 

 

問題 1 化合物(1)～(3)の分子式と分子量を答えよ． 

 

問題 2 化合物(1)～(3)はいずれも不斉炭素を持っている．その炭素の番号を答えよ． 

 

問題 3 不斉炭素によって 2 つの立体異性体が生じるが，それらはそれぞれ何とよ

ばれているか答えよ．また，生物体中ではどちらの立体異性体が生合成さ

れるか答えよ． 

 

問題 4 化合物(1)～(3)の化学構造は炭素数５個の基本単位が連なって構成されて

いる．この基本単位は何と呼ばれているか答えよ． 

 

問題 5 自然界に存在する化合物(2)の同族体は炭素 6 原子からなる環状構造 3 個と

炭素 5 原子からなる環状構造 1 個を含む構造を基本骨格としている．これ

らの化合物の総称を答えよ． 

 

問題 6 自然界に存在する化合物(3)の同族体は炭素 6 原子からなる環状構造 4 個と

炭素 5 原子からなる環状構造 1 個を含む構造を基本骨格としている．これ

らの化合物の総称を答えよ． 



Ⅳ  地球科学 I  
 

以下の 3 問（Ⅳ-1，Ⅳ-2，Ⅳ-3）より 2 問を選択して解答せよ． 

 

 

Ⅳ‐１（選択）以下の問題 1～問題 8 に答えよ． 

 

1

10-1

10-2

10-3

0102030
年代 (億年前)

27 6

a

b

c
1

2

3

4

 

 

問題１ 上図は，過去の地球大気中の気体 x の濃度の年代変化を示したものである．

気体 x は何か，答えよ．なお，縦軸は，現在の濃度レベル(PAL)を 1 とし

た場合の比率で示している． 

 

問題２ a は気体 x に関連した大気の状態を示す．その状態を答えよ． 

 

問題３ 38 億年前までの地質時代を冥王代というが，38 億年前から 25 億年前，25

億年前から 5 億 4 千万年前の地質時代の名称を，それぞれ「代」で答えよ． 

 

問題４ ①はある生物が繁栄した時期，②～④はある生物が出現した時期を示す．

それらの生物を以下から選択して，それぞれ答えよ． 

両生類  爬虫類  哺乳類  コケ植物  藻類・細菌類      

腔腸動物  節足動物  裸子植物  シダ植物 

 

問題５ b と c に相当する地質時代を，「紀」まで答えよ．  

 



問題６ b から c の時代における気体 x の急激な減少について，その原因が海底下

のガスハイドレートの溶解による気体 yの大量放出であるという仮説が提

唱されている．気体 y は何か，答えよ．また，それが起こると，なぜ気体

x が減少するのか，50 字程度で説明せよ．  

 

問題７ 上図では，気体 x の変化が生物進化に大きな影響を与えたとされている．

この進化に関して両者の因果関係を 50 字程度で説明せよ． 

 

問題８  上図に示されるように，27 億年前から地球大気中で気体 x が増加したと推

定される地質学的証拠を一例あげて，50 字程度で説明せよ． 

 



Ⅳ－２（選択） 以下の文章を読み，問題に答えよ． 

 

 Ｈ大学３年目地質調査実習の参加者が，宿舎でその日の調査のまとめをしている． 

Ａ君 ： 僕とＣさんの調査したところは，川の北側を東西方向に走る尾根沿いの

ほぼ水平な林道で，露出する地層をよく観察できたよ． 

Ｂ君 ： 地層の走向はどうだったの？ 

Ａ君 ： 運がよかったのかな？ 地層の走向は尾根にほぼ直角だったんだ．露頭

がずっと連なっていて，けっこう感動したよ． 

Ｂ君 ： 走向が南北だということだね．傾斜はどうだったんだろう？ 

Ａ君 ： すまん．まだフィールドノートからデータをまとめていないんだ．ほと

んど東傾斜だったことはたしかなんだけど． 

Ｃさん： じゃ，ちょっとルートマップ（次頁の図）見ながら整理してみる？ そ

の尾根の林道には，西から，えーと．．．石灰岩層（①），砂岩泥岩互層

（②），黒色泥岩層（③），砂岩泥岩互層（④），石灰岩層（⑤），礫岩層

（⑥），粗粒砂岩層（⑦），という順番で出てくるんだよね？ 

Ａ君 ： そういうこと．⑥と⑦は東に 30 度くらいの傾斜だね．①と②は東傾斜

だけど，ほとんど 70 度近いものばっかし．③は層理がないのでよく分

からないね．あれ？ ④と⑤の傾斜は 70 度くらいだけど，東じゃなく

て西傾斜だった．それから，粗粒砂岩層（⑦）の中には，(a) タカハシ

ホタテ

Ｃさん： 石灰岩になにか化石が入ってたよね？ 

の化石が密集しているところがあったよ． 

Ａ君  ：  ①の石灰岩には，(b) トリゴニア

Ｂ君 ： 僕とＤ君は，その尾根の南にある川を調査したんだけど，基本的には尾

根の地層と同じ感じだった．③の黒色泥岩層は露出が悪いからかな？ 

②と④が接近していて，よく分からなかった．⑤にあたる石灰岩層は，

(c) 

化石がたくさん入っていたよ．三角貝

とも呼ばれるやつだね．⑤の石灰岩にもトリゴニア化石が入っているの

が確認できたし．そう言えば，⑥の礫岩層の中にも，同じような石灰岩

の礫がかなり入ってたな． 

尾根での露出幅よりかなり広く露出してるね．

Ｄ君 ： タービダイト砂岩は (d) 

それから，⑥の礫岩

層の西側には，石灰岩層じゃなくて砂岩泥岩互層（⑧）があって，その

中に，厚層タービダイト砂岩があったよ．⑤と同じ西傾斜だね．  

    ・シーケンスを示していて，粒度の大

きな部分が東側にある (e)    

 

構造が見えたよ．あとタービダイト砂

岩と互層している泥岩の中に，アンモナイトの破片らしいものがあった

よ．これは先生に見てもらわなくっちゃ． 

(注意：文中の①～⑧はルートマップ中の番号と同じである) 



 

 

 

 

問題１ 下線部(a)・(b)の示す地質年代あるいはその範囲を書け．地質年代は「代・

紀」まででよい． 

 

問題２ 下線部(c) について，地層の関係や分布を考えたとき，どのような要因が

考えられるか．100 字以内で説明せよ． 

 

問題３   尾根を走る林道を，ルートマップに図示した範囲からさらに西へ調査

したとき（矢印方向），どのような地層が出現すると予想されるか． 

 

問題４ 下線部 (d)・(e) に適切な語を入れよ． 

 

問題５ ルートマップに示した地域の，尾根に沿った東西方向の断面図を作成せよ．

断面図はフリーハンドでよく，傾斜・層厚などは正確でなくてかまわない．

不明な部分はそのように書くこと． 

 



Ⅳ－3（選択） 以下の問題１および問題２に答えよ． 

 

問題１ 下図は，海洋プレートの大陸プレート下への沈み込みを模式的に示した図

である．以下の問いに答えよ． 

 

 

 

 

問１ 海洋プレートの大陸プレート下への沈み込み帯に発達する，堆積岩から構

成されるくさび状の地質体の名称を答えよ．また，堆積岩中の細線は断層

を示すが，これらの断層のタイプを答えよ． 

 

問２ 堆積岩はほとんどが陸側から供給された砕屑物（砂・泥等）から構成され

るが，海洋プレートは沈み込む際にまれにその一部がはぎ取られ，このく

さび状の地質体に混入する場合がある．そのように形成された混在岩の名

称と，混在岩中で海洋プレート起源のブロックとして産する岩石の種類を

３つ答えよ． 

 

問３ 海洋地殻を構成している苦鉄質岩は，沈み込んで高温・高圧下の条件に置

かれると変成作用を被る．今，沈み込み帯付近の地温勾配が約 20 ℃/km

である時，深度約 20 km 付近の苦鉄質岩中で形成される有色鉱物を２つ答

えよ．また，この温度・圧力条件に対応する変成相名を答えよ． 

 



問題２ 下図は，上下をより流動的な地層に挟まれたより流動的でない地層（図で

長方形で示される単層）が，層平行の伸張を受けた時に形成される構造の

発展過程（ａ→ｃ）を模式的に示したものである．以下の問いに答えよ． 

 

 

 

 

問１ 上図のように，層平行の伸張により地層が引きちぎられた構造を何と呼ぶ

か，構造名を答えよ． 

 

問２ 本構造は，砂岩と泥岩の互層のように，異なる粘性係数を示す地層の互層

系に典型的に発達する．互層する地層の粘性係数比の変化に伴い本構造の

形態はどのように変化するか，200 字以内で答えよ．必要であれば図を用

いて説明せよ． 

 

問３ 上図に示す構造では，より流動的でない地層は全く流動せず，伸張割目の

形成によって引きちぎられていく．今，露頭で図ｃの状態まで発展した本

構造を観察したとする．図ｃの構造を見ることにより，伸張割目 1 は伸張

割目 2 や伸張割目 3 よりも先に形成されたことが推定されるが，その推定

の根拠を 50 字程度で答えよ．なお，上図で地層中の破線は，次の段階で

形成される伸張割目の位置を示す． 

 

 



V 地球科学Ⅱ 
 

以下の 3 問（Ⅴ―１，Ⅴ―２，Ⅴ―３）のすべてを解答せよ． 

 

 

Ⅴ－１（必須）次の問題１～２の全てに解答せよ． 

 

問題１ 地球上でマグマが生産される場所は，プレートの運動と大きな関係がある．

それは，①プレートが生産されるところ，②プレートが沈み込むところ，

③ホットスポットである．マグマの生産量のもっとも多い場所は①のとこ

ろで，地球の年間マグマ生産量の 3 分の 2 程度を占める．そのマグマは上

部マントルで生成された玄武岩マグマである．一方②のところでは，玄武

岩マグマだけでなくデイサイトマグマや安山岩マグマなど多様なマグマを

産出する特徴をもっている． 

 

問１ ①はなんと呼ばれているか，その名称を答えよ． 

 

問２ ②で形成される日本のような火山列島はなんと呼ばれているか，その名称

を答えよ． 

 

問３ ③の代表的な火山地域の名称を二つ挙げよ． 

 

問４ ②の化学組成の多様性を生み出す理由を 150 字程度で説明せよ． 

 

問５ ①と②で玄武岩マグマの生成プロセスには大きな違いがある．どのような

違いか 100 字程度で答えよ． 

 

問題２ 以下の語句から 2 つ選び，それぞれ 50 字程度で説明せよ． 

 

火砕流 

マグマ中の揮発性成分 

カルクアルカリ系列 

地質温度計 

斑状組織 



Ⅴ－２（必須）次の問題１～３の全てに解答せよ． 

 

問題１ フォルステライト(Mg2SiO4)とファヤライト(Fe2SiO4)のように化学組成は異

なっているが，結晶構造がほとんど同じであるような鉱物の関係は何とい

うか，答えよ．また，フォルステライトとファヤライト以外で，このよう

な関係にある鉱物の化学組成と鉱物名を一組答えよ． 

 

問題２ 問題１のような関係にある鉱物間では，例えば，フォルステライトとファ

ヤライトの場合，Mg イオンと Fe イオンが相互に置換し，ある範囲にわた

って連続的な可変組成をもつ一つの均質な結晶相が存在することがある．

このような現象を何というか，答えよ．また，斜長石は，アノーサイト成

分(CaAl2Si2O8)からアルバイト成分(NaAlSi3O8)まで連続的に化学組成が変

化するが，どのようなイオンの置換によるか，答えよ． 

 

問題３ ダイヤモンドと石墨のように化学組成は同じであるが二つ以上の異なった

結晶構造を持つ鉱物の関係を何というか，答えよ．また，このような関係

にあるそれぞれの鉱物から，地球科学的に有用な情報を得ることができる．

このような関係にある鉱物の例をダイヤモンドと石墨以外で一つあげ（化

学組成と二つ以上の鉱物名），それらの鉱物からどのような地球科学的情報

が得られるかを 100 字程度で具体的に述べよ． 

 

 



Ⅴ－３（必須）次の問題１～３の全てに解答せよ． 

 

問題１ 我が国の層準規制型の火山性塊状硫化物鉱床は大別して二種類が知られている．

それらはいずれも国際的に著名で，それぞれ「別子型鉱床」(別称：キースラガー

鉱床)と「黒鉱型鉱床」と呼ばれ，過去に膨大な鉱物資源を生産した実績がある．

これらの鉱床に関連して，以下の問１～３に答えよ． 

 

 問１ 我が国において，これらの鉱床が分布する代表的な地域(県名)，地質帯(地質区)の

名称と主な形成年代(地質時代)についてそれぞれ述べよ． 

 

問２ これらのタイプの鉱床の形成環境と，関係火成活動の特徴をそれぞれ述べよ． 

 

問３  両鉱床タイプから共通して産出する代表的な鉱石鉱物を 2 種類挙げ，その鉱物名

(英名又は和名のいずれか)と化学式を答えよ． 

 

問題２ 下記の 3 組の特徴的な有用金属元素を含む鉱石を産する代表的な鉱床名と関係火

成岩名をそれぞれ答えよ． 

１） Cu-W-Au  
２） 白金族元素（PGE） 

３） 希土類元素（REE） 

 

問題３ 斑岩銅鉱床における鉱化変質作用を受けた花崗岩中には，初生的に含まれていた

磁鉄鉱がしばしば赤鉄鉱に変化していることがある．この現象を反応式で示せ．

また，この現象から斑岩銅鉱床の成因に関してどのような情報が得られるか，100

字程度で述べよ． 
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