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専門科目試験問題 

試験時間 13:00 〜 16:00 
 

 

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５枚, 草案紙２枚を配布する．  

2． 専門科目試験の問題は,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２分野から出題さ

れている． 

3． 各分野の出題は, 例えば IV—1, IV—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, 地球科学Iなどの科目名， IV—1 のような問題番号が記された解答

用紙に問題ごとに解答すること．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：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． 

8． 問題冊子と草案紙は持ち帰ってもよい． 
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IV 地球科学Ⅰ 
 
以下の IV－１，IV－２の両方に解答せよ． 
 
IV－１ 以下の文章を読み，問題に答えよ． 
 
 下の４つの地図は，時代の異なる古地理図である．(ア)は約 2 億 5,500 万年前，

(イ)は約 1 億 5,200 万年前，(ウ)は約 9,400 万年前，(エ)は約 1,400 万年前のもの

である． 
 (ア)の頃に生物大量絶滅が起こった．この大量絶滅で(a)海生無脊椎動物の約

85％が絶滅したとされ，地球史の中で最大級の大量絶滅事件であったことが知

られている． 
 そのおよそ１億年後の(イ)の時代，陸上には恐竜類が繁栄し，海には魚竜類や

首長竜類など多くの大型爬虫類が棲んでいた．魚竜類は，その形態からイルカ

やマグロと比較され(b)収斂進化の良い例とされている． 
 (ウ)と(エ)のあいだにあたる約 6,550 万年前，恐竜類は小天体の衝突によって

大量絶滅し，哺乳類が代わりにニッチを支配する．その後，約 3,400 万年前ころ

(c)急激な寒冷化が起こり，生態系に大きな影響を及ぼした． 

（http://www.scotese.com/より） 

 
 

http://www.scotese.com/%82%E6%82%E8�
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問題１ （ア）から(エ)までの数字が示す地質時代を書け．地質時代は，『代・

紀』まで答えよ． 
 
問題２ 下線部(a)のときに絶滅した代表的な無脊椎動物のグループを 2 つ答え

よ． 
 
問題３ 下線部(b)の収斂進化とはどのような現象か 50 字程度で述べよ．また，

収斂進化の他の例をもう一つ答えよ． 
 
問題４ 下線部(c)の寒冷化によって南極に氷床が形成されたという考えがある．

大陸の関係や海流がどのように変化して氷床ができたと考えられてい

るのか，100 字程度で説明せよ． 
 
問題５ 南米とオーストラリアで(エ)の年代の地層から，近位種の陸上脊椎動物

化石が発見された．また，オーストラリアの動物化石の方が南米よりも

原始的であることがわかった．古地理図と問題４を参考にし，この動物

の起源がいつどこで，そしてどのように分散していったのか，100 字程

度で説明せよ． 
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IV－２ 以下の文章を読み，問題に答えよ． 
 
 下の図は，ある地域の地質調査の結果得られた模式的な地質断面図である．

分布する地層は，地層Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄで，火成岩体が貫入している．地層Ａ・

Ｂは強く褶曲し，断層で切断されている．地層Ｃ・Ｄのそれぞれ基底には不整

合が存在する．地質データが欠除し，断面図を描けない領域が二ヶ所存在する． 

 
問題１ 地層Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ，火成岩，および褶曲と断層が形成された順番を

答えよ．すべての地質体の形成順を決定できない場合は，決定できる

ものだけを示し，決定できない理由を 40 字程度で書け． 
 
問題２ 地層Ｃからは白亜紀型のアンモナイト化石が発見された．また，火成

岩体の絶対年代を測定したところ，250±10 Ma であった．この年代値

が火成岩体の貫入時期を示していると仮定し，その場合，データ欠除

で描けなかった領域はどのようになっていると推定されるか？ 断面

図上にフリーハンドで描け． 
 
問題３ 通常の地層（砂岩・泥岩・礫岩・石灰岩など）の絶対年代を直接求め

ることは，一般には不可能である．地層の絶対年代を間接的に求める

方法として，少なくとも二つの方法が考えられる．どのような方法か，

200 字程度で答えよ． 

地層Ｂ

不整合

不整合

褶曲

断層 地層Ａ

地層Ｃ

地層Ｄ

火成岩体

岩脈

地質データ
欠除

地質データ
欠除
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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と問題２の両方に解答せよ． 

 

問題１ 以下の文章を読み，次の問 1〜2に答えよ． 

 

火山活動を引き起こすマグマは，岩石が融解し液体状態になったものである．最初に

生じるマグマは，上部マントルのかんらん岩が部分溶融して生成される．（ア）その発

生条件や生成プロセスは，テクトニクス場によって異なっている．（イ）発生したマグ

マは，上昇，停滞を繰り返し，地表にもたらされ噴火にいたる．  

 

問１ 下線部（ア）に関して，日本のような島弧におけるマグマの生成プロセスを

100字程度で述べよ．  

    

問２ 下線部（イ）に関して，上部マントルで発生したマグマが噴火に至るまでの

上昇プロセスを 300字程度で説明せよ． 

 

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． 

 

カルクアルカリ質マグマ 

固溶体 

火砕流 

バイアス型カルデラ 

火山フロント 
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Ⅴ―２（必須）次の問題１と問題２の両方に解答せよ． 
 
問題 1 鉱物の分類について，以下の問いに解答せよ． 
 
 問１ 鉱物の分類法の基本は化学組成によるもので，主として鉱物に含まれる陰イ

オングループの性質によって分類され，類とよぶ．S（または Se，Te）と結

合している鉱物類，(CO3)2-と結合している鉱物類をそれぞれ何というか答え

よ． 
  
 問２ (CO3)2-と結合している鉱物であるCaCO3には結晶構造の異なる二つの鉱物が

存在する．このような化学組成は同じであるが結晶構造が異なる鉱物の関係

を何というか答えよ．また，この関係にある CaCO3 の二つの鉱物の鉱物名を

答えよ．   
 
 問３ (SiO4)4-を基本に持つ鉱物はケイ酸塩鉱物類と分類される．ケイ酸塩鉱物類は

SiO4 四面体の結合様式によってさらに細分される．その中で，孤立した SiO4

四面体を持つものはネソケイ酸塩鉱物と分類される．ネソケイ酸塩鉱物に属

する代表的な鉱物の鉱物名（あるいは族名）を一つ答えよ． 
 
 問４ ケイ酸塩鉱物類の中で，SiO4 四面体が 2 個の頂点を共有して無限に連続する

鎖状の構造を基本とするものは，イノケイ酸塩鉱物と分類される．この鎖構

造は単鎖だけでなく，二重鎖あるいは三重鎖のものもある．イノケイ酸塩鉱

物のうち，単鎖構造と二重鎖構造を持つ鉱物の鉱物名（あるいは族名）をそ

れぞれ一つずつ答えよ． 
 
 問５ 石英や長石はテクトケイ酸塩鉱物に分類される．テクトケイ酸塩鉱物の SiO4

四面体の結合様式の特徴を 20 字程度で答えよ． 
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問題２ ペリクレースの粉末Ｘ線回折実験を行い下記のデ－タを得た．この鉱物は組

成が MgOであり，偏光顕微鏡のクロスニコルでの観察では常に消光していた．

以下の問いに答えよ．なお，格子定数，指数，原子面間隔の間には，直交系

（α=β=γ=90°の結晶系）においては， 22

2

2

2

2

2 1
dc

l
b
k

a
h

=++ の関係がある．こ

こで a,b,cは各軸の長さ，dは原子面間隔，hklは回折の指数である. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 問１ ペリクレースは等軸晶系であると判断されるが，その理由を述べよ. 

 

 問２ 指数 100や 110のような回折線は観測されていない．観測された指数 hklに

はどのような関係があるのか述べよ． 

 問３ 等軸晶系における結晶軸の長さの間の関係を考慮して， 22

2

2

2

2

2 1
dc

l
b
k

a
h

=++ の

関係式を書き直せ． 

  

 問４ 任意の回折データを一つ用いて格子定数を計算せよ． 

 
 問５ 下の表は岩塩(NaCl)の粉末Ｘ線回折データである．ペリクレース(MgO)のデー

タと比較して，両者の結晶構造についてどのようなことが推定されるか，100
字程度で述べよ． 

 

  ペリクレース(MgO)の粉末Ｘ線回折データ 

   d(Å)   強度   hkl      d(Å)  強度  hkl 

   2.431    10  111     1.0533    5    400 

   2.106   100    200      0.9665    2    331 

   1.489    52    220      0.9419   17    420 

   1.270     4    311      0.8600   15    422 

   1.216    12    222      0.8109    3    511 

 

 

  岩塩(NaCl)の粉末Ｘ線回折データ 

   d(Å)   強度   hkl      d(Å)  強度  hkl 

   3.258    13  111     1.410     6    400 

   2.821   100    200      1.294     1    331 

   1.994    55    220      1.261    11    420 

   1.701     2    311      1.1515    7    422 

   1.628    11    222      1.0855    1    511 
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Ⅴ－３ (必須) 次の問題 1 と問題 2 の両方に解答せよ． 
 
問題１ 大陸地域に発達する大規模な苦鉄質貫入岩体において，しばしばそのマグマ

の冷却過程に伴って資源的に重要な金属鉱床が形成されている．このことに

関連して次の問いに答えよ． 
 

問１ このような金属鉱床タイプは分類上何という名称で呼ばれているか．  
    
問２ この鉱床タイプの鉱石胚胎母岩となっている代表的火成岩の名称を述べよ． 
    
問３ このタイプの鉱床には，代表的な鉱石鉱物としてクロム鉄鉱（Chromite 

Cr2FeO4）を始めとし，各種の酸化鉱物や自然金属鉱物などが産出する．そ

れぞれ代表的な鉱石鉱物名（英名又は和名）を 1 種類ずつ挙げ，それらの化

学式を示せ． 
    
問４ この鉱床タイプに分類される代表的な鉱床名を一つ挙げよ． 
    
問５ 本鉱床タイプにおいて，特にクロム鉄鉱鉱床について考えられている成因を

一つ挙げ，その生成プロセス及び鉱石の示す産状について 200 字程度で述べ

よ．  
         

問題 2 下記の各鉱床タイプとそこで産出する主要な金属元素群の対応する組み合わ

せを示せ．( 解答例：F－⑥ ） 
(鉱床タイプ) 
A：マンガン団塊 B：カーボナタイト鉱床 C：スカルン鉱床 D：黒鉱鉱床   
E：キースラガー鉱床   

 
  （濃集金属） 

① Cu, Fe, Pb, Zn, Mn, W, Mo ② Fe, Cu ③ Cu, Pb, Zn, Ba ④ Mn, Fe, Ni, 
Co  ⑤ 希土類元素、Ti, Fe 
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