
Ⅰ 数学 

 
以下の４問（Ⅰ－１，Ⅰ－２，Ⅰ－３，Ｉ－４）から３問を選択して解答せよ．

答案には，結果だけでなく導出過程も記せ． 
 
Ⅰ－１（選択） 
 
問題１ 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 (−𝜋𝜋 < 𝑥𝑥 ≤ 𝜋𝜋)をフーリエ級数に展開し，その結果を用いて 

𝜋𝜋 = 4�
(−1)𝑛𝑛

2𝑛𝑛 + 1

∞

𝑛𝑛=0

 

を示せ．𝜋𝜋 は円周率を示す． 
 
問題２ 𝑔𝑔(𝑥𝑥) = 𝑒𝑒−𝑎𝑎|𝑥𝑥|  (−∞ < 𝑥𝑥 < ∞ ;  𝑎𝑎 > 0)のフーリエ変換を求めよ． 
 
 
問題３ 次の常微分方程式を解け．また，𝑁𝑁(+∞)を求めよ． 

𝑑𝑑𝑁𝑁(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑎𝑎𝑁𝑁(𝑡𝑡)�1 −𝑁𝑁(𝑡𝑡)�           𝑎𝑎 > 0, 𝑡𝑡 ≥ 0, 𝑁𝑁(0) = 𝑁𝑁0 

 
 
  

2 
 



Ⅰ－２（選択） 
 
次の行列 A について以下の問題に答えよ．𝑖𝑖は虚数単位である． 

𝐀𝐀 = � 1 𝑖𝑖
−𝑖𝑖 1� 

 
問題１ 行列 A の固有値と正規化した固有ベクトルをすべて求めよ． 
 
問題２ 正規化した固有ベクトルを，固有値の大きい順に列として並べた行列を U

とし，その随伴行列を U*とする．また，固有値を大きい順に対角成分に

並べた対角行列を B とする．UU*，AU，UB を求めよ．随伴行列とは，

ある行列を転置すると共に要素を複素共役に置き換えたものをいう． 
 
問題３ 𝐀𝐀𝑛𝑛を求めよ．ただし𝑛𝑛は正の整数とする． 
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I −３（選択）  
 
エルミート多項式 Hn (x)について，以下の問いに答えよ．なお，ここではエル

ミート多項式の具体的な性質などについての知識は不要である． 
	  

問題１  エルミート多項式は，以下のような微分の形式で表現できる： 

Hn (x) = (−1)
n exp(x2 ) d

dx

!

"
#

$

%
&

n

exp(−x2 )  

問１	 H1(x)，およびH3(x)を書き下せ． 
 

問２	 Hn (−x) = cnHn (x)という関係式の係数 cnを求めよ． 
 
問題２	 エルミート多項式は，以下のような母関数G(x,t)によっても表現でき

る： 
 
 

問１	 母関数G(x,t) = exp(−t 2 + 2xt)について，α ≡ 2xt − t 2が１より小さい変数と 
	 	 	 みなしてテイラー展開し，右辺のように tの多項式の形で表すことで, 
	 	 	 H1(x)，およびH3(x)を求めよ．また，これらが問題１問１の結果と一 
	 	 	 致することを確かめよ． 
 

問２	 上の母関数の両辺を tで１階偏微分，および xで１階偏微分と２階偏微分 
	 	 	 して得られる３つの関係式から，以下の漸化式を導け． 

d 2

dx2
Hn (x)− 2x

d
dx
Hn (x)+ 2nHn (x) = 0  

	 	 	 （ヒント：tで偏微分した結果に２tをかけて，他の二つの結果と比べる） 
 
 
 
 
 
 
 

G(x,t) ≡ exp(−t 2 + 2xt) = Hn
n=0

∞

∑ (x)t n / n!
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I –４（選択）  
 
複素関数 f (z)が反時計周りに一周する閉じた積分路 C内の領域では正則なら
ば，この領域内の任意の点 zで，以下の「コーシーの積分公式」が成立する： 

f (z) = 1
2πi

f (s)
s− zC
!∫  ds  

	 これを参考にして，以下の問いに答えよ．以下にある積分路 Cはすべて上述
の性質を持つものとする． 
 
問題１	 コーシーの積分公式から，以下のグルサの公式を示せ． 

d
dz
!

"
#

$

%
&

n

f (z) = n!
2πi

f (s)
(s− z)n+1

C
!∫  ds  

問題２	 グルサの公式を用いて，次の積分を求めよ．ただし，積分路 Cは原点 
        を中心とした半径２の円とする． 

I = exp(3z)
(z +1)4

C
!∫  dz  

問題３	 nを整数として，次の積分を求めよ． 

I = exp(inθ )dθ
0

2π
∫  

問題４	 複素関数 f (z)がある点 z0の周りの領域で特異点を含む場合には， 

f (z) = an
n=−∞

∞

∑ (z − z0 )
n  

       というローラン展開で表現できる．ここで，係数 anは考えている領域を 
       一周する以下の積分で表せることを示せ： 
 

an =
1

2πi
f (z)

(z − z0 )n+1
C
!∫  dz  

 

      （ヒント： z − z0 = re
iθ
と点 z0の周りの極座標で半径 rを一定として角度	 	 	 	 	 	  

	 	 	 	 	 	 	 	 θ に変数変換し，問題３の結果を用いる） 



Ⅱ 物理 

 
以下の３問 (Ⅱ－１, Ⅱ－２，II－３) にすべて解答せよ．必要に応じて結果だけで

なく導出過程も記せ． 
 
 
Ⅱ－１（必須） 
 
実体波（P 波）は等方均質な弾性体中を直進する．いま半径 6000 ㎞の等方均質な

弾性体からなる仮想地球を考える．この地球内を伝わる P 波速度を 10 ㎞／s とす

る．以下の問題に解答せよ． 
 
問題 1 地球表面にある震源で発生した P 波が，震源の対蹠点（地球上の正反対に

ある地点，角距離 180 度）に到達する最短の時間はいくらか． 
 
問題 2 上と同じ震源から角距離で 60 度の地表点に P 波が到達するのに要する最

短時間はいくらか． 
 
問題 3 横軸に震源からの距離△（角距離），縦軸にその地点まで到達するのに要

する時間 𝑇𝑇（走時；秒）をとり，弾性波（実体波・表面波）の到達時間をプ

ロットしたものを走時曲線と言う．いま考えている仮想地球での表面震源か

ら表面観測点までの最短の P 波走時 𝑇𝑇と△の関係を導け． 

 

問題 4 問題 3で導いた P 波の走時曲線を図示せよ． 
 
 
 
 
 
  



Ⅱ－２（必須） 
 
真空の誘電率を𝜀𝜀0，円周率を 𝜋𝜋として，以下の問題に解答せよ． 
 
問題１ 距離 𝑟𝑟 だけ離れた点電荷 𝑞𝑞1と 𝑞𝑞2 に働く力の大きさ 𝐹𝐹 は 

𝐹𝐹 =
1

4𝜋𝜋𝜀𝜀0

|𝑞𝑞1𝑞𝑞2|
𝑟𝑟2

 

で与えられる．この法則は何というか，答えよ．  
 
問題２ ３次元空間の原点に電荷 𝑞𝑞 (> 0) があるときの静電場を考える．電場は位

置の関数であり，1 C の試験電荷に働く力ベクトルとして定義される．以下

の問いに答えよ． 
 
問１ 点Ａ (1,0,0) および点Ｂ (0,2,0) における電場の大きさをそれぞれ求めよ．ま

た，点Ａおよび点Ｂの電場の向きをそれぞれ平面 z=0 上で図示せよ． 
 
問２ 電荷 𝑞𝑞 が作る電位 𝜙𝜙 は，原点から距離 𝑟𝑟 の場所では， 

𝜙𝜙 =
𝑞𝑞

4𝜋𝜋𝜀𝜀0𝑟𝑟
 

と与えられる．点Ａと点Ｂの間の電位差を求めよ． 
 
問題３ ３次元空間の点Ｐ(𝑎𝑎, 0,0)と点Ｎ(−𝑎𝑎, 0,0)にそれぞれ電荷 𝑞𝑞 と電荷−𝑞𝑞 があ

るときの静電場を考える． 𝑎𝑎 は正の定数とする．以下の問いに答えよ． 
 
問１ 点Ｘ(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧)における電位 𝜙𝜙 を，点Ｐの電荷が作る電位と点Ｎの電荷が作る

電位の和として求めよ． 
 
問２ 原点から点Ｘまでの距離 𝑅𝑅 が 𝑎𝑎 に比べて十分大きいとき，点Ｘにおける電

位 𝜙𝜙 は 

𝜙𝜙 ≅
𝑞𝑞𝑥𝑥𝑎𝑎

2𝜋𝜋𝜀𝜀0𝑅𝑅3
 

と近似できることを示せ． 
 
 
 
 
 



Ⅱ－３（必須） 
 
以下の（１）から（８）に入る適当な数式，変数または定数を答えよ． 
 
原点０と座標系内の質点 P をむすぶ直線にそって働く力を中心力と言う．いま中

心力のベクトル表記 𝑭𝑭 を，動径ベクトル 𝒓𝒓 で， 

𝑭𝑭 =  𝑘𝑘𝑟𝑟𝑛𝑛
𝒓𝒓
𝑟𝑟
（ア） 

と表されるものとする．ただし，𝑟𝑟 = ｜𝒓𝒓｜，𝑛𝑛 は任意の実数，𝑘𝑘 は定数である．

質点の質量を𝑚𝑚とすると，この中心力場での質点の運動方程式は 

𝑚𝑚
𝑑𝑑2𝒓𝒓
𝑑𝑑𝑡𝑡2

=（１）  

とかける．原点まわりの中心力のモーメントは 𝒓𝒓と𝑭𝑭を用いて，（２）と表される．

式（ア）を考慮すると，（２）＝（３）（イ）である． 

また，質点の速度をベクトル 𝒓𝒓の時間微分 �̇�𝒓で表わすと，この質点の角運動量ベ

クトルは 𝑳𝑳 =（４）と定義される．その時間微分を考えると 

𝑑𝑑𝑳𝑳
𝑑𝑑𝑡𝑡

=（５） 

である．（２）と（３）を考えると最終的に（５）＝（６）（ウ）である．その意

味は，中心力場の角運動量は時間によらず一定であることを示している． 
 またベクトル積の定義から  

               𝒓𝒓 × 𝑳𝑳 =（７） 

であるから，質点は P と０を含む平面上で 𝑳𝑳 に垂直な方向に運動する． 
 いま点 P がδ𝑡𝑡 秒後に点 P’ まで移動する．PP’ 間の変位ベクトルを δ𝒓𝒓 とすれば，

三角形 OPP’ の面積は 𝒓𝒓とδ𝒓𝒓を用いて｜（８）｜と書き表される． 

δ𝒓𝒓 =
𝑑𝑑𝒓𝒓
𝑑𝑑𝑡𝑡
𝛿𝛿𝑡𝑡 

とすれば，（８）の時間微分に式（イ）と（ウ）を考慮すると，この中心力場での

運動は面積速度が一定であることが証明される． 



Ⅲ	 化学 
 

以下の問題 （Ⅲ−１，Ⅲ−２，Ⅲ−３）すべてについて解答せよ． 
 

Ⅲ−１（必須）下図は二つの物質 A, Bの模式的な状態図である．以下の問題すべて
に解答せよ． 
 

	 	 	 物質 A	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 物質 B 

  
 

問題 1	 物質 Aが図中のWから Zの経路を経る時，物質 Aのエントロピーと自由
エネルギーの変化について模式的にグラフ化せよ．そのグラフ中に物質が

とる状態も記せ． 
 

問題 2	  Aと Bのどちらかの物質が水である．どちらか，その理由 50字程度とと
もに答えよ． 

 

問題 3	 圧力 1 atmにおけるアンモニアの沸点は −33.4°Cであり，0°Cでの蒸気圧
は 4.20 atmである．アンモニアの蒸発エンタルピーを求めよ．ただし気体
定数は 8.3145	 J mol−1K−1，ln (4.20) = 1.4351である． 

 
 
 
 

/K

	 /atm

0

W
X Y

Z

/K

	 /atm

0



問題 4	 下の写真は 2014年 3月 9日の JR札幌駅前の風景である．この時の天気は
晴れ，気温 2℃，湿度 41%，1気圧であった． 

問１ 水たまりと湿った空気が存在する条件と雪と湿った空気が存在する条件を

問題 2で選んだ状態図上に図示せよ． 
問２ この時の気象条件を問１で答えた図上にプロットせよ． 
問３ 問１と問２の解答と下の写真の風景は整合するか，矛盾するか，答えよ．

整合すると答えた場合は，どのように整合しているのか 100字程度で説明
せよ．矛盾すると答えた場合は，同様に矛盾する自然現象の例を 100字程
度で説明せよ． 

 



 



 

Ⅲ−２（必須）下図の(a)～(d)は単糖類の鎖状構造をフィッシャー（Fisher）投影

式で表したものである．以下の問題すべてに解答せよ． 

 

問題 1 (a)のエナンチオマー（鏡像異性体）はどれか，その記号を答えよ． 

 

問題 2 (b)のジアステレオマーはどれか，その記号を答えよ． 

 

問題 3 (b)のエピマーはどれか，その記号を答えよ． 

 

問題 4 (a)は水に溶解し，水中では鎖状構造の化合物と 2種類の環状構造の化合

物を形成して存在している．このときの鎖状構造の構造式を答えよ． 

 

問題 5 問題 4の鎖状構造を持つ化合物中の不斉炭素の数を答えよ． 
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(a)       (b)                       (c)                      (d) 



 

問題 6 (a)が水に溶解したときに形成される 2種類の環状構造のうちの一つを下

図に示した．この環状化合物に関する以下の問いに答えよ． 

 

問1 この化合物名を答えよ． 

 

問2 この環状化合物が多数縮合して形成される高分子化合物は何か，その名称

を答えよ． 

 

問3 問 2の高分子化合物中の炭素，水素，酸素の原子数比を答えよ． 

 

問4 問 2の高分子化合物の水溶液に酵母を加えると，酵素の作用によってエタ

ノールが生成する．このときの化学反応式を答えよ． 

 

問5 問 2の高分子化合物 324gがすべてエタノールに変化する場合，何グラム

のエタノールが生成するか，答えよ． 

 

問6 (a)が水に溶解したときに形成される 2種類の環状化合物のうち，上図の環

状構造と異なるもう一方の環状化合物の構造式を，上図と同様に描いて答

えよ． 

 

問7 問 6の環状化合物の化合物名を答えよ． 

 

問8 問 6の環状化合物が多数縮合して形成される高分子化合物は何か，その名

称を答えよ． 

 



Ⅲ−３（必須）次の吸光光度分析に関する文章を読み，以下の問題すべてに解答

せよ． 

 

吸光光度法とは，試料水に発色試薬を加えて，分析しようとする物質を呈色

させ，その溶液の吸光度を測定して，溶液に含まれる物質の量を決める手法で

ある．溶液による光の吸収と，物質の濃度 Cおよび液層の長さ d との間には（ア）

-（イ）の法則と呼ばれる関係がある．これは入射光の強さ I0 が液層を通過すれ

ばするほど透過光の強度が弱くなるという関係である（下図）．下図によると，

液層の長さ D を通過した光は I0の強さの（ウ）になる．液層を通過した光の強

さ I と液層の長さ d には指数関数的な関係があり， 

（エ）exp （オ）    （1） 
の式で表される．ここで k1は光の波長と光を吸収する物質の種類・温度などで

決まる比例定数である． 

 
光の強さと液層の長さの関係． 

 

次に，溶液濃度と吸光度の関係であるが，前述の法則において，光の通過す

る長さが 2 倍になることは，光を吸収する分子の数が 2 倍になることで，液層の

長さを変えずに濃度を 2 倍しても，同じ結果になることに相当する．つまり， 

（エ）exp （カ）    （2） 
の式で表される．（1），（2）式に対しそれぞれ常用対数をとると，log（キ）が（オ）

にも（カ）にも比例していることがわかり，結局（ク）に比例することになる．

この時の log（キ）を吸光度 A と呼ぶ． 

溶液中の Fe2+は，1,10-フェナントロリンと言う発色試薬によって，極めて安

定な赤色のキレートを作る．この試薬と，吸光光度計とを用いて試料水の Fe2+

濃度を求める．1,10-フェナントロリンを試料水に加え，呈色させた．この混合

溶液を 1 cm の透明容器（セル）に入れ，吸光光度計により吸光度を測定した．

その結果，セルを通過した光の強さは I0の 100 分の 1 になった．(a)（ア）-（イ）



の法則を用いて，試料溶液のモル濃度を計算することができる．このキレート

の光のモル吸光係数 εの文献値は 11100 M cm-1である（M はモル濃度：mol L-1）． 

理論上は， 吸光度を実験的に求めれば，文献値のモル吸光係数を用いて Fe2+

の濃度は求められるはずである．しかしながら，文献にあるモル吸光係数の値

を求めた時の発色条件と，自分が行うそれとは全く同一ということはまずない．

そこで，実際には濃度が既知の標準液を用いて，濃度と吸光度の関係を実験的

に求める．（ア）-（イ）の法則が成り立つならば，(b)この関係は原点を通る直線

になる。試料水の Fe2+濃度が標準液の Fe2+濃度範囲内であれば，この直線関係

から試料水の Fe2+濃度が計算できる． 

 

問題 1 （ア）～（ク）を次に指定する形式で答えよ．（ア），（イ）は語句，（ウ）

は数字，（エ）～（カ）は文中の記号，（キ），（ク）は文中の記号を用い

た数式である． 

 

問題 2 下線(a)の，試料水中の Fe2+のモル濃度を有効数字 2 桁で答えよ．  

 

問題 3 下線(b)の直線を一般的に何と呼ぶか，答えよ． 

 

問題 4 準備した 7 つの標準液に対し，吸光度分析を行った結果，下図のような

関係になった．この時の直線の傾きは 0.974 であった．この時のモル吸

光係数および，A = 2 の時の Fe2+濃度をそれぞれ有効数字 2 桁で答えよ． 

 
標準液の Fe2+ 濃度と吸光度 A の関係． 



IV  地球科学 I  
 

以下の３問（IV－1，IV－2，IV－3）すべてを解答せよ． 

 

IV－１（必須） 以下の問題に答えよ． 
 

問題１   図１は海洋における炭酸塩が溶解する水深の緯度分布を示したもので

ある．以下の問いに答えよ．  

 
図１  太平洋と大西洋における炭酸塩の溶解する水深（リソクラインの水深）の緯

度分布．破線部はデータが不確定; 角皆静男著「海洋化学」（1989）の図をも

とに作成． 

 

問１ 炭酸塩は，深海でなぜ溶解するのか 30 字程度で答えよ． 
 

問２ 炭酸塩が深海において溶解する水深を示す用語として，リソクラインと

炭酸塩補償深度（CCD）が使われるが，それら各々の定義を答えよ． 
 

問３ 図 1 において，曲線 A，B は太平洋，大西洋のいずれのリソクラインの深

度の緯度分布を示しているのか，理由とともに答えよ． 
 

問４ 太平洋と大西洋において炭酸塩の溶解の特徴が異なる理由を 150 字程度

で説明せよ． 
 



問題２ 図２の古地理図を参考にして，以下の問いに答えよ． 

 

図２  白亜紀の各イベント時の層準において発見された黒色頁岩層の分布．●A

イベント, ○B イベント, ★A, B イベント両方．灰色部分が陸地, 陸地内の線

は大陸ブロック・テレーンの境界を示す(W. W. Hay, 1999)． 

 

問１ 黒色頁岩の一般的な特徴を示す正しい説明を，次の 1)～6)から選択せよ． 

1) 構成する堆積物の粒子の大きさ（粒度）は、おもに砂サイズである． 

2) 有機物に富み，堆積物の黒色の度合い（濃さ）は有機物含有量にほ

ぼ比例する． 

3) 堆積面に沿って薄く層状に割れやすい． 

4) 石油の根源岩になることが多い． 

5) 生痕化石がよく見られる． 

6) 葉理（ラミナ）が発達していることが多い．  

 

問２ 図２のように黒色頁岩層が同じ年代で広範囲に発見された場合，それは

海洋においてどのようなことがおこった証拠と推定されるのか，30 字程

度で説明せよ． 

 

問３ 白亜紀の時代の異なる 2 つの A，B イベント時の層準における黒色頁岩の

分布（図２）から，それら 2 つのイベントの特徴をそれぞれ 50 字程度で

説明せよ． 



Ⅳ－２（必須） 以下の文章を読み，問題１～４に答えよ． 

 

ある山の中腹で土木工事が行われ，水平な床面Ⅰと鉛直で南北方向の法面（の

りめん）Ⅱが掘削された．そこに，図のような地層ユニットＡ・Ｂが現れた．

なお，図のスケールや縦横比は正確なものではない． 

ユニットＡはおもに礫岩からなる．その下位のユニットＢは，厚さ 10 cm 程

度の砂岩と泥岩が繰り返す互層である．観察された範囲には，断層はどこにも

存在しない．  

ユニットＡとＢの境界面①は法面上で水平で，床面から 5 m の高さにある．

ユニットＢの互層の層理面も同じく法面上で水平であった．ユニットＢの中に

は，厚さ 50 cm の粗粒砂岩層②が１枚存在している．ユニットＡにはさまれる

薄い砂岩層から，白亜紀古世の二枚貝化石③が多数発見された． 

断面が長方形の鉛直な溝（奥行 2 m）を法面上に掘ったところ，その奥の面

（Ⅲ）で次のことが観察された．a) 境界面①は法面での高さよりも 1 m 高い

場所に水平に見えている．b) 粗粒砂岩層②は，法面での高さよりも 3 m 低い

場所にやはり水平に見えている． 

床面ⅠにもユニットＡとＢが断片的に露出しており，境界面①が地点④に存

在することが確認された．また，ユニットＢ中には長径が約 2.5 m の石灰岩レ

ンズ状岩体⑤が含まれていた．石灰岩を検討したところ，三畳紀新世のコノド

ント化石が発見された．また，地点⑥の泥岩からはジュラ紀中世の放散虫化石

が発見された． 



問題１ 境界面①と，ユニットＢの粗粒砂岩層②の層理面の走向傾斜を答えよ．

なお，両面とも平面であるとする．また，以下の三角関数の値を参考

にせよ． 

 sin 42°= 0.667,  sin 30°= 0.5,  sin 15°= 0.25, 

 cos 48°= 0.667,  cos 60°= 0.5,  cos 75°= 0.25, 

 tan 76°= 4,  tan 63°= 2,  tan 56°= 1.5,  tan 45°= 1, 

 tan 34°= 0.667,  tan 27°= 0.5,  tan 14°= 0.25． 

 

問題２ 境界面①が床面Ⅰ上に出現する地点④の，法面基部からの距離 d を答

えよ．また，境界面①が床面上でどのような方向に出現するか答えよ． 

 

問題３ ユニットＡとＢの関係について，以下のような推論があった． 

研究者１：『ある平面で平行に露出している以上，ユニットＡとＢは連

続して堆積しており，両者の関係は整合関係となる．』 

研究者２：『含まれている化石の時代にかなりの差があるので，ユニッ

トＡとＢは不整合関係である．』 

研究者３：『ユニットＢは礫岩からなるので堆積環境が大きく違い，ユ

ニットＡとは不整合関係である．』 

 これらの推論にはいずれも，誤りあるいは不備な点がある．どう誤っ

ているか，どんな不備があるかを 120 字程度で書き，ユニットＡとＢ

の関係を答えよ． 

 

問題４ ユニットＢ中から発見された二つの時代の化石から，ユニットＢの全

体的な構造や石灰岩体⑤の地層学的な意味についてどのようなことが

考えられるか，少なくとも二つの可能性を 100字程度で述べよ． 

 

 



Ⅳ－３（必須）以下の問題に答えよ． 

 

問題１  地殻内に発達する断層の型は，図１に示されるように３つに区分され

る．ここで，地表における応力の境界条件を考慮し，主応力軸の１つ

は鉛直方向であると仮定されている．以下の問いに答えよ． 

 

問１ 図１の a，b および c に相当する断層型名を答えよ． 

 

問２ 図１b を写し取り，この断層を生成させた主応力（σ1, σ2 およびσ3）軸を

図示せよ．ここで，σ1, σ2およびσ3は，それぞれ圧縮応力を正とした時の

最大，中間および最小主応力である． 

 

問３ 日本列島で内陸型地震は深さ約 20 km までしか起こっていないが，内陸

型地震の震源に下限が存在する理由を 50 字程度で答えよ． 

 

 

図１ 断層の３つの型．黒塗りの面は地表を示す． 

 

問題２  日本列島は海洋プレートの沈み込みによって形成された典型的な島弧

―海溝系である．海洋プレートの沈み込みは少なくとも古生代までさ

かのぼることがことができ，より新期に形成された a造山帯が太平洋側

に付加することによって日本列島は成長して来た．以下の問いに答え

よ． 

 

問１ 問題２の文中で下線 a で示した造山帯とはどのような過程で形成された

か，100 字程度で答えよ．また，日本列島に分布する造山帯の名称を１つ

答えよ． 

 



問２ 沈み込む海洋プレートの上面の，深さ 20 km における地点の圧力を答え

よ．ただし，岩石の平均密度を 2.8 g/cm3，重力加速度を 9.8 m/s2として計

算せよ．また，この地点における温度が 400 ℃である時，海洋プレート

最上位を構成する岩石（玄武岩）はどのような岩石に変成していると予

想されるか，変成相名を答えよ．さらに，その変成岩中に形成されると

考えられる，石英および斜長石以外の鉱物組み合わせを以下のア～オか

ら選んで記号で答えよ． 

    

ア．藍閃石＋ヒスイ輝石 

イ．ホルンブレンド 

ウ．黒雲母＋白雲母＋Mnに富むザクロ石 

エ．緑れん石＋緑泥石＋アクチノ閃石 

オ．単斜輝石＋斜方輝石＋Mgに富むザクロ石 

 

問３ 海洋プレートに引きずられて沈み込んでいく堆積物中では，図２に示す

ような単純剪断（simple shear）の様式で変形が進行していると推定され

る．単純剪断により，変形前の点 P（x, y）は変形後に点 P’(x1, y1)に移動

するが，点 P’の座標を点 P の座標および角度φの関数として示せ．また，

変形前の方位が太線で示される地層は，単純剪断によりどのような変形

履歴を経験し，最終的にどのような構造が地層に形成されるか 50 字程度

で答えよ． 

 

 

図２ 単純剪断変形．長方形（破線）および平行四辺形（実線）は 

変形前および変形後の形状をそれぞれ示す． 

 



Ⅴ 地球科学Ⅱ 

 
以下の問題（Ⅴ－１，Ⅴ－２，Ⅴ－３）すべてを解答せよ． 
 
Ⅴ－１（必須）以下の問題 1～3 に答えよ． 
 
問題 1 偏光顕微鏡による岩石薄片の観察について，以下の問いに答えよ． 
 
問 1  岩石薄片を偏光顕微鏡で観察した時，鉱物はその鉱物特有の形をしてい

る場合もあれば，特有の形をしていない場合もある．それぞれの形を何

というか． 
 
問 2  オープンニコルでの観察で，色がついて見える鉱物を何というか．    
 
問 3  オープンニコルでの観察で，岩石薄片を置いたステージを回転させた時，

鉱物の色が変化する現象を何というか． 
 
問 4  オープンニコルでの観察で，絞りを細くして視野を暗くすると，相接す

る透明鉱物の境界線に沿って明るい線が見えることがある．この線を何

というか． 
 
問 5  クロスニコルでの観察において，上下の偏光板の偏光方向にはどのよう

な関係があるか，10 字程度で答えよ． 
 
問 6  スライドガラスをクロスニコルで観察する．ステージを 1 回転させてい

る間，どのように観察されるか，10 字程度で答えよ． 
 
問 7  石英の薄片をクロスニコルで観察する．ステージを 1 回転させている

間，一般的にどのように観察されるか，20 字程度で答えよ． 
 
問 8  問 7 のように観察されるのは鉱物の何という光学的性質によるか． 
 
  



問題２ 下の写真は，火山岩中の斜長石の偏光顕微鏡写真（クロスニコル）であ

る．以下の問いに答えよ． 
 

 
 
 

問 1  この斜長石には，外形にほぼ調和的に中心部に向かって明暗の帯が認め

られる．このような構造を何と呼ぶか答えよ． 
 

問 2  問 1 の構造の一般的な形成機構について 150 字程度で説明せよ． 
 

問 3  問 1 の構造が観察できる理由を 30 字程度で答えよ． 
 

  



問題 3 下の図は，ある火山で産出する火山岩を、全岩 SiO2 量が増加する順に

左から右に並べ，それらの岩石中での代表的な斑晶鉱物（Fe-Ti 酸化物

および石英をのぞく）の出現を実線で示したものである．縦方向に見る

と，ある岩石の斑晶鉱物組み合わせを示すことになる．以下の問いに答

えよ． 
 

 
 
問 1  空欄の（ア）～（ウ）に該当する岩石名を答えよ． 
 
問 2  空欄（A）にあてはまる鉱物名を答えよ． 
 
問 3  斜方輝石と普通輝石の化学組成上の最も大きな相違点を答えよ． 
 
問 4  岩石（ア）から岩石（イ）にかけて，かんらん石斑晶が認められなく

なる．その理由を 50 字程度で答えよ． 
 
問 5  ある岩石中に，融食形の斜方輝石の周囲をかんらん石が取り囲んでい

る斑晶が認められた．そのことからこの岩石の成因について考えられ

ることを 50 字程度で答えよ． 
  



Ⅴ－２（必須） 
 
以下の新聞中の写真は 2014 年 9 月 27 日の御嶽山噴火をとらえたものである．

以下の問題に答えよ．  

 

       
問題 1 写真では噴煙柱が上昇しているのが撮影されている．一般的な爆発的噴

火で発生する噴煙柱の上昇メカニズムについて 80 字程度で答えよ． 
 
問題 2 発生当時，上の写真を見た専門家は，この噴火が水蒸気噴火である可能

性を指摘した．その判断理由を 50 字程度で答えよ． 
 
問題 3 後日，この噴火は水蒸気噴火であったと公式に発表された．それはどの

ようにして確かめられたか 50 字程度で答えよ． 
 
問題 4 御嶽山の場合，水蒸気噴火から本格的な噴火に推移することが危惧され

ている．この場合，噴火はまずマグマ水蒸気噴火に移行し，その後にマ

グマ噴火へと推移することが予想される．この水蒸気噴火からマグマ水

蒸気噴火への変化はどのように捉えられる可能性があるか，観測および

噴出物解析の両方の観点から 80 字程度で答えよ． 

引用元： 

朝日新聞号外（2014 年 9 月 27 日） 



Ⅴ－３（必須）  
 
典型的なイオン結晶である CsCl の結晶構造について，以下の問題 1～4 に答え

よ． 
 
問題 1 CsCl 構造では，立方単位格子の隅を Cl イオンが占め，中心を Cs イオ

ンが占めている．Cs イオンはいくつの Cl イオンに配位されているか．

また，単位格子の中に CsCl の分子が何個あると考えることができるか． 
  
問題 2 CsCl 構造の結晶では，陽イオンと陰イオンの半径比にはしきい値があ

る．静電的な考察から，陽イオンと陰イオンは接しており，陽イオンの

大きさは，配位した陰イオン同士が接する場合より大きいことが必要で

ある．陽イオンの半径を R+，陰イオンの半径を R-で表し，CsCl 構造が

安定になる陽イオンと陰イオンの半径比（R+／R-）のしきい値を小数点

3 桁まで計算せよ．考え方や計算過程も記述すること． 
 
問題 3 Cs イオンの半径 1.83 Å，Cl イオンの半径 1.65 Å とした時，CsCl 結晶

の格子定数 [Å] を有効数字 3 桁で答えよ．考え方や計算過程も記述す

ること． 
 
問題 4 CsCl結晶の格子定数をa [Å] として，CsCl結晶の密度 [g/cm3] を表

せ．ただし，Csの原子量をMCs，Clの原子量をMCl，1 Å =10-8 cm，アボ

ガドロ定数をNAとする． 
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