
平成 26年度

石川県立大学大学院・博士前期課程

環境科学専攻

第 1次募集・入学者選抜学力検査

専門科 目 問題冊子

平成 25年  8月 30日 (金 )

13:00～ 14:30(90分 間)

注意事項

1.試験開始の合図があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません。

2.こ の問題冊子は表紙を除いて 7ページあります。 解答冊子は表紙を除いて

4ページあります。

3.試験中に問題冊子および解答冊子の印昴J不鮮明や汚れ、ページの乱丁・落丁

等に気づいた場合は、静かに手を挙げて監督者に知らせてください。

4.解答は、必ず黒鉛筆またはシャープペンシルで、解答冊子のそれぞれの解答

欄に記入してください。

5.解答冊子は切り離さないでください。

6.監督者の指示に従つて、解答冊子の表紙に受験番号、氏名を正しく記入し、

志望する研究領域の右欄に○をつけてください。 整理番号欄と得′点欄には

何も記入しないでください。
・7.本冊子中には専門科目 (1)の問題が 4間、専門科日 (2)の問題が 3問 あ

ります。専門科目 (1)は、4問から2間を選択し、専門科日 (2)は、志

望する研究領域の問題 3問から2間 を選択し、解答冊子表紙の所定欄に選択

した問題の番号を忘れずに記入してください。

8.1枚の解答用紙に複数の問題の解答を記入しないでください。 選択した問

題毎に必ず解答用紙 1枚を使用し、解答用紙の所定欄に選択した問題の番号

を忘れずに記入してください。

9。 試験終了後、問題冊子は持ち帰つてください。



H26M環境 1次

専門科目 (1)-1 (4間中 2間選択 )

問題 1.(配 点 25点 )

環境構成要素 としての土壌、水、大気中に含まれる有機あるいは無機化合物

の分析について、使用する機器を 2つ挙げ、それ らの原理および測定法を述べ、

機器の特徴に基づ くおおよその分析感度を記せ。

問題 2.(配 点 25点 )

次の文章を読んで、後の間に答えよ。

地球上の窒素循環には生物がかかわっている。ほとんどの生物は大気中の窒

素ガス (N2)を利用できない。

問 1。 なぜ生物には窒素が必要なのか説明せよ。

問 2.植物、動物、微生物のそれぞれの生態系中での窒素循環における役割を

説明せよ。ただ し、窒素固定、脱窒の用語を用いよ。

問 3.農業における窒素肥料の過剰投与が生態系に与える影響を説明せよ。

-1-



H26M環境 1次

専門科日 (1)-2 (4間中 2間選択 )

問題3.(配点 25点 )

手取川扇状地の扇型平野展開点付近に現在白山頭首工があり、これからの取

水により手取川左右岸地域のおよそ7,400 haの水田灌漑が行われている。江戸

末期から現在に至るこの地域の取水～配水施設改革の技術史を述べよ。 (手取

川水系の農業水利に詳しくない者は、同種の国内大型水田灌漑事業の例を一つ

挙げ、その技術史を論ぜよ)

問題4.(配点 25点 )

次の文章を読んで下記の間に答えよ。

ある水路の一つの断面について、時間の経過 と流量の関係を図のように

( ア )グラフに表わした。図に示す Aのように時間の経過とともに流量が

変化する流れを ( イ )と いう。一方、図に示す Bのように時間とともに流

量が変化しない流れを ( ウ )と いう。

次に、水路の流れをある時刻に、各断面について流積や流速を観測する。水

路内のどの断面においても流積、流速の等しい流れを ( 工 )と いう。逆に、

各断面によってこれらが変化する流れを ( オ )という。

間 1.文中の ( ア )～ ( オ )に もつともふ さわ しい語句を下か ら選ん

で答えよ。

ハイエ ト、ハイ ドロ、ムーディ、層流、乱流、常流、射流、定常流、非定常流、

等流、不等流

問2.上の ( イ )～ ( オ )の語句をすべて用いて、河り||の流れが晴天

時と降雨時にどのような流れに分類できるかを説明せよ。
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H26M環境 1次

専門科目 (2)環 境分析研究領域 (3間 中 2問選択 )

問題 1。 (配点25点 )

土壌の有機物含量は、作物生産および緩衝力に強い影響を及ぼす。適切な標

準物質 (分子量 1万程度)を用い、土壌中の腐植物質の分子量を分析 0解析す

る方法について説明せよ。

問題2.(配点25点 )

地球大気の二酸化炭素 (C02)濃度を変動させる要因の例として、海洋、植物、

人間活動が挙げられる。これら要因のうちから一つを選び、それがもつている

大気中C02濃度を上昇させる効果や下降させる効果についてC02濃度の季節変

化もしくは経年変化と関連づけて説明せよ。

問題3.(配点25点 )

河川と湖沼の水質環境の現状をみて、どのような項目から水質環境基準が作

られているか、典型的な事例を上げて記述せよ。
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麗 6M環境 1次

専門科目 (2)生産環境管理研究領域-1 (3間中 2間選択)

問題 1.(配点25点 )

下図は農地における窒素収支について模式的に示したものである。農地が水
田の場合と畑地の場合で窒素が下流側の環境に与える影響の違いを述べよ。

問題 2.(配 点25点 )

下の図を見て、設間に答えよ。

問1.上の図は水利システムの機能と構成についてまとめたものである。①～
⑩までに最も当てはまる語句を下記の中から選択し、答えよ。

問 2.上の図にある「水の有効利用」 とい う水利システムの機能について簡潔
に説明せよ。

かんがい,窒素固定 下流側の環境

農地

河J‖

湖沼

市街地等

作物残澄

( ② )改良と排水処理

(0)シ ステム

・ 貯水施設

・ 放流設備

・ 取水設備

(⑦ )シ ステム

・ 取水施設

・ 通水施設

・ 分水施設
。 量水施設

・ 保護施設

・ 安全施設

(0)シ ステム

。 (0)池
・ ファームポンド
・ パッファーボンド
・ 水位調整施設
。 調圧施設

(0)シ ステム

・ 浄水施設
。 下水処理施設
。 河川浄化施設
。 自浄作用の 利用

・ 土 II浄化機能の

利用

( 0 )シ ステム

。 (0)組 織
。 (0)政 策
。 システム監視施

・ 情報伝達・処理施
設

。 管理所

・水質 ・水圧 ・生活

・浸透 ・洪水 ・調整

・時間 ・管理 ・高性能

・制御 ・送水 ・水源 ・

・空間 ・水位 ・汚濁

高度 ・水処理 ・水量
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H26M環境 1次

専門科目 (2)生産環境管理研究領域-2 (3間中 2問選択 )

問題 3.(配 点 25点 )

スパン長 =′ の単純梁 (A～B)の左支点を Aと する。次の間に答えよ。

問 1.左支点 (A)で強さが q、 右支点 (B)で強 さが 0と なる直線分布荷重 (三

角形分布)が この梁に作用する時、この梁の支点反力を求め、せん断力図・

曲げモーメン ト図を描き、最大曲げモーメン トの大きさ :νxnlaxを q、 ′で

表せ。

問 2。 この梁の断面が直径が dの一様円形断面であるとき、断面二次モーメン

トを求め、問 1で求めた最大曲げモーメン トの生 じる断面での縁応力の大

きさを求めよ。

く
υ



H26M環境 1次

専門科目 (2)地域環境システム研究領域-1 (3間中 2問選択)

問題 1.(配点 25点 )

問1.原 子カエネルギーに代わる再生可能エネルギーの例を 1つ上げ、その
エネルギーの利活用が農村地域に及ぼす波及効果とその課題について 50字～
100字程度で簡潔に説明せよ。

問2.石 川県立大学のキャンパス周辺は一面が農地で囲まれている。現状で

は当キャンパスの近辺に宅地や商業施設が建設されない土地利用制度的な理由

を50字程度で簡潔に説明せよ。

問題 2.(配点 25点 )

次の文章を読んで以下の間に答えよ。

リモー トセンシング(Remote sensinoと は、対象物体に (①)その特性情報を

取得することを意味する。物質の情報取得は対象物から反射、放射された電磁

波を感知・記録することにより行われる。電磁波とは電界と磁界を伴った (② )

であり、空間を電磁場の震動が伝搬することにより電磁エネルギーを運ぶため、
電磁放射とも呼ばれる。電磁波には波長の短い方から (③),x線 ,紫外線 ,

可視光線、 (④),マイクロ波,ラ ジオ波と呼ばれる波長領域がある。現在リ
モー トセンシングにおいて紫外線の一部、可視光からマイクロ波(300rm-lc→
の波長領域が利用されている。

地球環境 リモー トセンシングにおける可視～短波長域の反射波長域の放射源
は (⑤)である。植物は葉の (⑥)の働きにより,青色・赤色光域の電磁波を

強く (⑦)し、近赤外域の電磁波を強く (③)する特性がある。この性質を禾J

用して考案された指数が正規化植生指数である。この指数は (⑥)量、バイォ
マス、蒸散量等の植生活性度の指数となりうることが知られ、砂漠化や熱帯林
の伐採など地球レベルの環境変動の指標として用いられることが多い。一方、
対象物質自身からの放射電磁波領域(熱赤外バンド=約 3μm以上)を観測するこ

とを熱赤外リモー トセンシングと呼ぶ。このバンドで撮影された画像は、海表
面温度分布や火山活動のモニタリング、都市の (⑨)の把握などに利用されて
いる。また、マイクロ波(波長 lmm～ lm)はその長い波長特性から (⑩)を透過
するため、天候によらず地表面が観測できる。このため熱帯地域や極地域な
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聰 6M環境 1次

専門科目 (2)地域環境システム研究領域-2 (3間中 2間選択)

ど (⑩)に覆われることが多い地域における観測には有効である。

問 1.上文の (  )内に最もふさわしい用語を下記から選んで記号で答えよ。

a。 赤外線、b.ネ ットワーク、c.触れず、d.太陽、e.ク ロロフィル、

1吸収、g。 縦波、h。セル、i.樹冠、j.反射、k.横波、1.地球、m。 雲、

n.ミ トコンドリア、oo γ―線、p.ヒ ー トアイランド現象、q.触れて

間2.地球観測衛星の代表的例を挙げその特徴を述べよ。

問3.レーザー光線を使用して、地表を高密度でサンプリングし、極めて精度

の高い X、 Y、 Z計測値を生成するリモー トセンシング手法を何と呼ぶか。

問題 3.(配点 25点 )

次の文章を読んで、下記の間に答えよ。

現在、 日本の森林の約 40%は人工林であり、人工林の うち約 70%はスギや ヒ

ノキの針葉樹林 となつている。これ ら人工林は戦後の拡大造林ブームにより植

栽 されたものであるが、木材価格の低迷、人件費の高騰 といつた社会情勢の変

化によつて、人工林が十分に管理 されていないことが最近よく指摘されている。

問 1.管理が不十分な森林において懸念 されている水資源および環境上の問題

について説明せよ。

問 2.懸念 されている水資源上の問題を定量的に示すには、どういつた研究方

法が考えられるか説明せよ。

問 3。 人工林管理を行 うため多くの地方 自治体が導入 した制度について述べよ。

-7-


