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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８枚（予備を含む），草案紙２枚を配布

する．  

2．専門科目試験の問題は出願時の受験科目調査により,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・火

山学・鉱物学）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

野を必ず選択して解答せよ． 

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．ただし，問題Ⅳ—３については，指定

の解答用紙を必ず使用すること。 

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３枚，Ⅴ(地球科

学Ⅱ)が４枚である．解答の如何に関わらず受験番号を記入し，これらの枚数

の解答用紙を必ず提出すること．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 

 

以下の問題（Ⅲ－１，Ⅲ－２，Ⅲ－３）すべてについて解答せよ． 

 

Ⅲ－１（必須）以下の問題に答えよ． 

 

問題 1 以下の(Ⅰ)～(Ⅳ)の文章を読み，下線部(1)～(7)の中で間違っている語句

の番号を選び，それぞれ正しい語句を解答せよ． 

 

(I) 物質には温まりやすいものと，温まりにくいものがあり，例えば

同じ重さの水と鉄とでは，(1)鉄の方が容易に温まる．物質の単位

質量あたり単位温度を上昇させるのに必要な熱量をその物質の 

(2)熱容量という． 

 

(II) 理想気体の断熱体積変化に関して， 

   
𝑇2

𝑇1
= (
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)
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 という関係式がある．ただし，T は気体の絶対温度，V は気体の

体積， はモル定圧熱容量とモル定積熱容量との比であり，一般

に 1より大きい．そのため，理想気体が断熱的に膨張すると，そ

の気体の温度は(3)上がる． 

 

(III) 横軸を温度，縦軸を圧力とする純物質の相図を考える．水の場合，

融解温度曲線の傾きは負であり，圧力が高くなるほど融点が(4)上

がる．一方，二酸化炭素の融解温度曲線の傾きは正である．水は

その分子間に(5)イオン結合を持つため，二酸化炭素とは異なる性

質を持つ． 

 

(IV) ナフタレンを少量加えたベンゼン溶液を冷やしていくと，ある温

度でベンゼンの結晶が析出し始める．この場合のベンゼン結晶が

析出する温度は，ナフタレンを入れない場合よりも(6)高温である．

この現象を(7)析出効果と呼ぶ． 

 

 

 



問題 2 自由に体積が変えられる容器内のアルゴンを，最初の状態（2 atm，20 L, 

300 K）から，30 atm まで等温圧縮した．圧縮後の容器内の体積を有効数

字 2桁で計算せよ．途中の計算過程も示すこと．ただし，容器内のアル

ゴンは理想気体と考える． 

 

問題 3 以下の文章を読み，問いに答えよ．計算過程も併せて記述すること． 

  

 気体定数 R（atm L mol-1 K-1）の値を決定するために，下図のような装置

を用いて実験を行った．10 Lの真空容器に，気体ヘリウム 0.40 gを満た

し，200C に加熱した．この時の容器内の圧力を，水銀マノメーターを

使って 25C の室温下で測定したところ，300 mmHgであった．ただし，

1 atm = 760 mmHgとする． 

 

問 1 これらのデータから Rの値を有効数字 2桁で計算せよ．ただし，ヘリウ

ムは理想気体とし，そのモル質量は 4.0 g mol-1とする．ただし，容器と

水銀マノメーターは熱的に絶縁されているものとする．また，水銀マノ

メーターの配管体積は無視する. 

 

問 2 次に，この容器を173C まで冷却した．この時の水銀マノメーターが示

す圧力を有効数字 2桁で答えよ． 

 

 



Ⅲ−２（必須）以下の文章を読み問題に答えよ． 

 

少量の硫酸銅五水和物結晶（CuSO4·5H2O）を空気気流下で 0℃から 1200℃まで

ゆるやかに温度を上昇させて加熱した．下図はそのときの温度（℃）と出発物

質に対しての結晶の重量減量（%）の関係を示したものである．Cu，S，O，H

の原子量をそれぞれ，64，32，16，1とする． 

 

 

 

問題 1 温度 aにおける化学反応式を答えよ．また，反応終了後の結晶の重量減

量が約 14.4%であることを計算式を示して答えよ． 

 

問題 2   温度 b における化学反応式を答えよ．また，反応終了後の結晶の重量減

量が約 28.8%であることを計算式を示して答えよ． 

  

問題 3 温度 cにおける化学反応式を答えよ．また，反応終了後の結晶の重量減

量が約 36.0%であることを計算式を示して答えよ． 

 



問題 4  温度 eにおける化学反応の生成物を水素気流下で 250℃に加熱すると金

属銅（Cu）が生成した．この化学反応式を答えよ． 

 

問題 5  温度 eにおける化学反応が終了したときの重量減量が約 68.0%であるこ

とを計算式を示して答えよ． 

 

問題 6 温度 fにおける化学反応式を答えよ．また，反応終了後の重量減量が約

71.2%であることを計算式を示して答えよ．  

 

問題 7 硫酸銅五水和物結晶，温度 cの反応生成物，温度 eの反応生成物，温度

fの反応生成物の色をそれぞれ答えよ． 

 

問題 8 硫酸銅水溶液を用いて室内で次の（1）～（4）の実験を行った．それぞ

れの変化の化学反応式を答えよ． 

 （1）硫酸銅水溶液に塩化バリウム水溶液を加えた． 

 （2）硫酸銅水溶液に水酸化ナトリウム水溶液を加えて加熱した． 

 （3）硫酸銅水溶液に硫化水素を通じて流した． 

 （4）硫酸銅水溶液に過剰のアンモニア水を加えた． 

 

 

 



Ⅲ－３（必須）以下の問題にすべて解答せよ．  

 

問題 1 水酸化ナトリウム水溶液を使って，フタル酸水素カリウム（C8H5O4K）

4.1 gをすべて水に溶かした溶液に対して滴定した．その結果，中和する

のに水酸化ナトリウム水溶液 41 mLが必要であった．以下の問いに答え

よ．  

 

問 1 フタル酸水素カリウムの構造式を示せ．また，その価数を答えよ． 

 

問 2 水酸化ナトリウム水溶液の濃度（mol L-1）を有効数字 2桁で求めよ．た

だし，原子量を C=12，H=1，O=16，K=39 とする． 

 

問題 2 次の化合物(a)，(b)それぞれ 1 mol と臭素（Br2）1 mol を反応させた．以

下の問いに答えよ． 

              (a)          (b) 

        
 

問 1 化合物(a)には，炭素の二重結合（C=C 結合）のほかに 3種類の違った結

合間隔（0.147, 0.151, 0.154 nm）をもつ炭素の単結合（C-C 結合）がある．

一方，化合物(b)には C-C 結合が 1種類（0.151 nm）しかない．その理由

を 150字程度で述べよ．  

 

問 2 化合物(a), (b)と臭素との反応で得られる化合物の構造式をそれぞれ示せ．

ただし，複数得られる場合にはすべての化合物を示せ． 

 

問題 3 次の文章を読み，以下の問いに答えよ． 

 

石鹸（セッケン）や洗剤の重要な特徴は，それらと他の物質との界面で

の水の界面張力を減少させる能力をもつことである．これを（ ① ）と

呼ぶ．例えば，油-水混合液では，セッケンや洗剤の（ ② ）基が水中に

あり，（ ③ ）基が油の中にあるような状態で分子が並び，両液体が近

づくことになり，油が乳状になって水中に分散する．セッケンや洗剤は

この働きにより，表面をより濡らすので，効果的に洗浄できる．セッケ

ンは動植物の油や脂肪を（ ④ ）溶液と煮沸するとできる．そのような

油や脂肪は長鎖の飽和または不飽和脂肪酸の（ ⑤ ）であることが多く，



加水分解すると（ ⑥ ）と酸の塩を与える．この分子では極性基のある

末端が（ ② ）性で，炭化水素鎖が（ ③ ）性である． 

 

CH2OCOR

CHOCOR

CH2OCOR

CH2OH

CHOH

CH2OH

+ 3RCOONa

NaOH
 

（ ⑤ ）         （ ⑥ ）      セッケン 

 

最もよく使われるセッケンは，オクタデカン酸ナトリウムであるが，そ

の他に，(a)ヘキサデカン酸や 9-オクタデセン酸，6, 9-オクタデカジエン

酸のナトリウム塩がある．セッケンのおもな欠点は酸のカルシウム塩な

どが水に溶けないことである．洗剤は，このような困難を克服するため

に開発された．また，洗剤が溶ける際に，一般に酸性条件や塩水に影響

されない．初期の洗剤は流して捨てると川や池に泡ができて細菌や他の

生物を滅ぼし，生態学的に害が生じた．近年，生物学的に‘ソフト’な

洗剤が開発された．(b)ソフト洗剤は（ ③ ）性のアルキル基が直鎖で，

以前に利用されていた側鎖のあるものよりも環境・生態系への害が生じ

ない． 

（「社会における有機化学」(ゲリッシュ有機化学，東京化学同人)を一部変更して引用） 

 

問 1 空欄①～⑥に入る語句を答えよ． 

 

問 2 化合物( ⑥ )をニトロ化すると強力爆薬の材料となる．その化合物の名

称と構造式を示せ． 

 

問 3 下線部(a)のヘキサデカン酸の分子式，および 9-オクタデセン酸，6, 9-

オクタデカジエン酸の示性式を示せ．  

 

問 4 下線部(b)のような洗剤はどのような理由から環境・生態系への害を抑え

ることができるのか，40字程度で説明せよ． 



IV地球科学 I 

 

以下の３問（IV－１，IV－２，IV－３）すべてについて解答せよ． 

 

IV－１（必須）生物は，地球環境変動に敏感に反応しながら絶滅と放散を繰り返し

てきた．図は顕生累代の古生物多様性変動曲線を示したものである（ただし，第四

紀は省略されている）．以下の問題に答えよ． 

 

問題 1  図のA〜Iに当てはまる地質時代名（紀）と J〜Lに当てはまる年代値（Ma）

を答えよ． 

 

問題 2  図から古生代末付近と中生代末付近に大量絶滅イベントの存在を読み取

ることができる．この２つのイベントによって絶滅したグループを下記

からそれぞれ３つ選び記号で答えよ． 

 

(a) フズリナ類, (b) 腹足類，(c) 床板サンゴ類，(d) 三葉虫類， 

(e) ウミユリ類，(f) 甲殻類，(g) アンモナイト類，(h) 被子植物， 

(i) 腕足類，(j) ワニ類，(k) 翼竜，(l) オウムガイ類, (m) 哺乳類， 

(n) 裸子植物，(o) 厚歯二枚貝,  (p) 浮遊性有孔虫，(q) 渦鞭毛藻類， 

(r) 珪藻類，(s) 放散虫 

 

問題 3  古生代末の大量絶滅イベント時から三畳紀前期において石炭ギャップ

（coal gap）と呼ばれる石炭が堆積しない時期が長く続いた．このギャッ

プが生じた理由を 60字程度で述べよ． 

 

問題 4  中生代末の大量絶滅イベントの要因は何であったと考えられているか．

それを示す地質学的証拠を 4つ挙げながら 80字程度で述べよ． 

 

問題 5   図からは，複数の多様性増大期を読み取ることができる．多様性増大の

要因としてどのようなことが考えられるか．３つ挙げよ．  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

 

  



IV－２（必須）図はある地域の地質図を示す．この地域には，A 層から C 層まで

の 3つの地層が分布し，C 層はさらに３つの岩相に区分される．以下の問題に答え

よ．なお，この地域では標高は変化しないとする． 

 

問題 1  C 層はタービダイト起源の砂岩泥岩互層で構成される白亜紀の地層で，著

しく褶曲している．地点 1で本層の走向・傾斜は N70°E, 70°Nで南側に上

位層が重なり，地点 2 では N70°E, 50°N で北側に上位層が重なる．今，

地点 1 と地点 2 の間に半波長の褶曲が存在すると仮定する時，この褶曲

構造の名称を答えよ．また，地点 1 の砂岩層には級化成層が認められた

が，砂岩層中の砕屑粒子は，北あるいは南のどちらに向かって細粒化し

ているか答えよ． 

 

問題 2  B層は石灰岩で構成される始新世の地層であり，C 層とは断層Ⅰで境され

ている．断層 Iの走向・傾斜は N70°E, 30°N であり，断層面上には走向方

向に垂直な条線が観察された．断層 Iの型を答えよ． 

 

問題 3  A 層は花こう岩から構成されている．A 層と接する C 層には黒雲母が形

成されているほか，A 層と接する B 層では石灰岩が結晶質石灰岩（大理

石）に変化していた．この岩石中の構成鉱物に変化をもたらした作用は

何と呼ばれているか答えよ．また，結晶質石灰岩を構成する鉱物名を答

えよ． 

 

問題 4  C 層の砂岩層の下底に観察されたフルートキャストから，ほぼ西から東に

向かう古流向が復元された．また，C 層中の凝灰岩（C3）を追跡した所，

図に示したように凝灰岩は西部では砂岩優勢砂岩泥岩互層（C1）中に挟

在されるのに対し，中および東部では泥岩優勢砂岩泥岩互層（C2）中に

挟在されることが明らかとなった．C 層中の岩相変化の原因と凝灰岩が異

なる岩相中に追跡されて行く理由を合わせて 150字程度で説明せよ． 

 

問題 5  断層 I は断層 II に切られており，見かけ上 300 m 左横ずれしている．断

層 IIの走向・傾斜は N20°W, 60°W で，断層面上には走向方向に垂直な条

線が観察された．断層 II の型を答えよ．また，断層 II に沿うすべり方向

の変位（実移動，net slip）を答えよ．答えを導くのに必要な図と計算式も

示せ．  



問題 6 下記の①～④の地層や断層の形成順序を古い順に並べ替え，記号で答えよ．  

 

① A層の形成 

② B層の堆積 

③ C 層の堆積 

④ 断層 Iの形成 

 

 

図 ある地域の地質図．A層：花こう岩，B 層：石灰岩， 

Ｃ層（C1：砂岩優勢砂岩泥岩互層，C2：泥岩優勢砂岩泥岩互層，C3：凝灰岩） 



IV－３（必須）以下の問題に答えよ． 

 

問題 1  以下の文を読み, 空欄 1〜10 に入る最も適切な語句を下の語群から選び，

解答欄に記号で答えよ． 

 

海洋地殻は中央海嶺下のマントルの断熱上昇にともなう部分溶融によっ

て発生した   1   質マグマの固結によって形成される．これまでの研究

によると，海洋地殻の一般的な厚さは約 6 km であり，地震波速度の違

いによって浅部から順に第１層・第２層・第３層に区分される．第１層

は   2   から構成され，第２層は上位の   1   質   3   と下位のドレ

ライト質シート状岩脈群から，第３層は   4   から構成される．第３層

の下のマントルは   5   から構成され，第３層・マントル境界は  6  不

連続面と呼ばれる．このような標準的な海洋地殻・マントル断面は   7  ，

すなわち陸上に衝上した海洋プレート断片と見なされる地質体において

しばしば観察される．しかし，拡大速度が   8   く，マグマ生産量が少

ない中央海嶺 (たとえば   9  ) の第３層は   4   ではなく   10   で

あるとする H. H. Hess のモデルも有力視されている． 

 

語群 

(a) オフィオライト，(b) バソリス，(c) ペグマタイト，(d) コマチアイト，

(e) 斑れい岩，(f) 閃緑岩，(g) 花こう岩，(h) 玄武岩，(i) 安山岩， 

(j) 流紋岩，(k) キンバライト，(l) かんらん岩，(m) 蛇紋岩，(n) 蒸発岩， 

(o) 枕状溶岩，(p) 深海底堆積物，(q) タービダイト，(r) 速，(s) 遅， 

(t) 大西洋中央海嶺，(u) 東太平洋海膨，(v) グーテンベルク， 

(w) コンラッド，(x) モホロビチッチ，(y) フォッサマグナ， 

(z) サンアンドレアス 

 

 

問題 2  岩石の平均密度を 2,800 kg m
–3とし，地下 40 km での静岩圧を単位とと

もに答えよ．計算結果の有効数字を 2 桁とし，計算の途中経過も示すこ

と． 

 

 

  



問題 3  下の図 1と図 2にはプレート A, B, C が描かれている．図中の R, S, T は 

プレート境界の性質を示し，それぞれ発散境界，収束境界，トランスフ

ォーム境界である．破線で描かれた境界は性質が不明のものである．図

の中に与えられている矢印は，隣りあうプレート間の相対運動の方位関

係を，また数値はプレート A に対する他のプレートの相対的な速さを示

すものである．T には矢印が示してあるものとないものがあることに注

意せよ．解答用紙の速度空間図を含む全ての図において，縦軸の上方向

が北であり，横軸の右方向が東である．以下の問に答えよ． 

 

問 1  解答用紙の速度空間図 I には図 1 に示す 3 つのプレートのうち，基準と

するプレート A が原点 a に，プレート A に対するプレート C の相対運

動が点 cにプロットされている．点 cの位置は，プレート C がプレート A

に対して N90°W 方向に 5 cm/yr で移動することを示している．プレー

ト Aに対するプレート B の相対運動を示す点 b をプロットせよ． 

 

問 2 解答用紙の速度空間図 II には図 2 に示す 3 つのプレートのうち，基準

とするプレート Aが原点 a にプロットされている．プレート Aに対する

プレート B とプレート Cの相対運動を示す点 b と点 c をプロットせよ． 

 

問 3  問 1と問 2で得られた速度空間図 I と速度空間図 II を用い，図 1と図 2

に破線で示してある境界の性質を決定し，解答用紙の図 1と図 2に R，S，

T の文字で記入せよ．また，決定した境界が T である場合，および図 2

で矢印が記入してない 2 カ所の T に，図中の表示方法に従い，横ずれ変

位の方向を矢印で示せ． 

 



Ⅴ 地球科学Ⅱ 

 
以下の問題（Ⅴ－１，Ⅴ－２，Ⅴ－３，Ⅴ－４）すべてを解答せよ． 
 
Ⅴ－１（必須） 以下の文章を読み，問題 1～5 に答えよ． 
 

下の図は伊豆大島の地形と明瞭な火口の位置を示している．伊豆大島（三原山）は

（1）主に山頂で噴火を繰り返して山体が成長し，山頂にはカルデラが形成された．

またその過程で山腹～山麓からも噴火が発生している．それらの火口の場所を●で，

そして（2）割れ目火口は点線で示している．  
 

 
注：中村一明（1989）「火山とプレートテクトニクス」（東大出版会）より引用 

 
問題１ 火山を，ほぼ同一の火口で噴火を繰り返したか，あるいは一輪廻の噴火で

終了したかで分類することがある．下線（1）のように成長した火山を何

と呼ぶか答えよ． 
 

問題２ 下線（2）の割れ目火口からの噴火において，マグマを供給した火道はど

のような形状であったと推定できるか答えよ． 
 
 

N 



問題３ 問題 2 のような噴火活動の場合，山腹と海岸線近くの火口では噴火様式が

異なることが一般的である．その違いについて 80 字程度で答えよ． 
 
問題４ 問題 3 の山腹と海岸線のそれぞれの火口で形成される火山体の名称と，そ

れぞれの地形的特徴について，あわせて 150 字程度で答えよ．説明には模

式的な図をそれぞれ示すこと． 
 
問題５ 伊豆大島の火口は北西‐南東方向に配列しているように見える．これはな

ぜか 50 字程度で答えよ． 
  



Ⅴ－２（必須） 以下の表は，火成岩の分類と構成鉱物，化学組成の関係を示した

ものである．この表について，問題 1～5 に答えよ． 
  

 
注：酸化物の含有量については，苦鉄質岩～珪長質岩について示す 

造岩鉱物量比については周藤・小山内（2002）「記載岩石学」（共立出版）より引用 

 
問題１ (a)と(b) に入る，斜長石に含まれる適切な元素を，元素記号で答えよ． 
 
問題２ (c)～(e) に入る適切な鉱物名を答えよ． 
 
問題３ ①の曲線は，どの元素の組成変化を表しているのかを，酸化物の化学式で

答えよ． 
 
問題４ Al2O3 の含有量は，SiO2 の含有量の増加とともに増加し，その後減少に転

じている．このような一連の変化は，どのようなプロセスを反映している

のかを説明せよ． 
 
問題５ 分化とともにマグマに濃集する元素を含む，最も適切な酸化物を表から選

べ．また，そのような元素は何とよばれるのかを答えよ． 
  



Ⅴ－３（必須） 以下の文章を読み，問題1～5に答えよ． 
 

下図は，ABO3（A，Bは陽イオン，Oは酸素イオン）の化学式で表される立方晶系

のペロブスカイト構造を持つ結晶の単位格子を表したものである（格子定数を 
a [Å]とする）．なお，Aイオンは立方体の各頂点，Bイオンは立方体の中心，Oイオ

ンは立方体の各面の中心にある．  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
問題１ A および B イオンは，それぞれ何個の酸素イオンに配位されているか． 

 
問題２ １つの単位格子あたり，A，B，O イオンはそれぞれ何個あるか． 
 
問題３ ABO3 の分子量をＭとしたとき，この結晶の密度ρ[g/cm3]を a と M を使

って表せ．なお，アボガドロ定数を NAとし，1 Å=10-8 cm である． 
 
問題４ A－O および B－O の原子間距離[Å]を，a を使ってそれぞれ表せ．  

 
問題５ この結晶の(110)面と(111)面の面間隔[Å]を，a を使ってそれぞれ表せ． 
 
 



Ⅴ－４（必須） 以下の問題1，2に答えよ．    
 

問題１ 石英とコース石の標準状態（圧力 P=1.01×105 Pa，温度 T=298.15 K）にお

ける，1 モルあたりの熱力学データ（エントロピーS0，生成エンタルピー

H0，体積 V0）を，それぞれ以下の表に示す． 
 

表 標準状態における石英とコース石の熱力学データ 
 S0(J mol-1 K-1) H0 (kJ mol-1) V0 (m3 mol-1) 

石英 41.5 -911 22.7×10-6 

コース石 40.4 -906 20.6×10-6 

 

問１ 標準状態における，石英とコース石のギブス自由エネルギー（それぞれ

GQZ，GCOとする）の差ΔG = GCO – GQZ を計算し，有効数字 3 桁で答え

よ．なお，計算の途中経過も示すこと．また，標準状態における，石英

とコース石の安定関係について 40 字程度で説明せよ． 
 

 問２ クラジウス－クラペイロンの関係 dP/dT =ΔS/ΔV を用いて，石英とコ

ース石が平衡共存する圧力は，温度上昇に伴いどのように変化すること

が予想されるか，60 字程度で説明せよ． 

 
問題２ フォルステライト（かんらん石の Mg 側の端成分）と石英が反応して輝石

を生ずる反応を考える． 
 
問１ この反応の化学反応式を書け． 
 
問２ フォルステライト，石英，輝石のある温度・圧力におけるギブス自由エ

ネルギーをそれぞれ GFO，GQZ，GPX とする．この反応が，その温度・圧

力条件で起こるとき，この反応のギブス自由エネルギー変化ΔG を GFO，

GQZ，GPX で表せ．また，その符号を答えよ． 
 

 問３ フォルステライト，石英，輝石の 3 相が共存するときのギブスの相律の

自由度はいくつか，理由とともに 60 字程度で説明せよ． 
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