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石川県立大学大学院・博士前期課程
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専 門科 目 問題 冊子

平成 26年  8月 29日 (金 )
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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 12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.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O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。

4.問題冊子中には専門科目 (1)の問題が 4間、専門科目 (2)の問題が研究

領域ごとに 3問あります。専門科目 (1)は、4問力≧ら2問を選択し、専門

科目 (2)は、志望する研究領域の問題 3問から2固を選択して解答してく

だコL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。

5.解答は、必ず黒鉛筆またはシャープペンシルで、解答冊子の解答用紙に記入

してください。

6.1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

ごとに必ず解答用紙 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。

7.解答冊子は切り離さないでください。

8.試験中に問題冊子および解答冊子の印刷不鮮明や汚れ、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。

9.試験終了後、問題冊子は持ち帰つてください。



H27M環境 1次

専門科日 (1)- 1 (4間中 2間選択 )

問題 1.(配点 25点 )

次の文章を読んで、以下の問いに答えよ。

同じ元素でも、同位体によつて原子の安定性には大きな差がある。例えば、

水素の同位体のうちでは、水素、重水素 (デューテリウム)の二つは放射性で

はなく、安定である。しかし、もう一つの二重水素 (ト リチウム)は不安定で

放射線を出す。3種類の水素の違いは、(A)の数のみであるので、これが原子の

安定性に直接関係を持つように考えられる。(B)に入つている (A)の数には上

限がある。

問 1 上の文章にある空欄 (A)および (B)に最も適した語句を入れよ。

問2 核融合反応の一例を反応式を用いて示し、どのような反応かを説明せよ。

問題2.(配点 25点 )

次の文章を読んで、以下の問いに答えよ。

動物の個体が動きまわる範囲をその個体の (ア )と よぶ。 (ア)やその一部

に同種の他個体が入つてくると、そこに既にいる個体が侵入してきた他個体を

追い払つて、その地域を守ることがある。このように同種の他個体の侵入から

(イ )されている空間を (ウ )と よぶ。 (ウ )は同種の同性の個体に対してだ

け (イ )されることが多く、何らかの (工)があるのが普通である。 (工)が

餌なら採食 (ウ )、 配偶相手の場合は配偶 (ウ )、 これらの (工)が繁殖につ

ながる場合には繁殖 (ウ )と よぶ。生′息場所で (ウ )を作ることのできる空間



H27M環境 1次

専門科目 (1)- 2 (4間中 2間選択)

は限られているので、結果として、 (ウ )はその場所での個体群密度の調節に

寄与していることもある。一方、同種個体で群れを作つて生活する動物は少な

くない。例えば、石川県立大学キャンパスでも普通に見られる鳥の一種 ドバ ト

は群れを作つて生活している。

問 1(ア)～ (工)に入る適当な語句を記せ。

問2(ウ )を もつことの有利な′点と不利な′点をそれぞれ述べよ。

問3(ウ )をもつことが有利になるのは、どのような条件のときか述べよ。

問4 群れを作ることの有利な点と不利な点をそれぞれ 2つずつ述べよ。

問題3.(配点 25点 )

土壌水は、特定の水分点を境に分類されている。

問1 この水分点は一般に何と呼ばれるか。

問2 植物による利用の観′点から土壌水を分類し、簡単に説明せよ。



I127M環境 1次

専門科目 (1)- 3 (4間中 2間選択)

問題4.(配点 25点 )

次の文章を読んで、以下の問いに答えよ。

静止している水の中では、摩擦力は働かず、働く力は圧力のみである。この

圧力を静水圧と呼ぶ。その静水圧は

① 面に対して (ア)に作用する。

② 水中の任意の点における水圧は、すべての方向に等しい値を持つ。

③  (イ )に比例する。同一平面上の水圧はすべて等しい。

という3つの性質を持つ。

地球上の物体は、すべて大気圧を受けており、大気圧の値はイタリアの物理

学者である (ウ )に よつて水銀柱 76011mの 重さに等しいことが発見された。水

面下に潜るとき、空気の重量による大気圧と水の重量による水圧の2つの圧力

を受けることになる。このことから、水中の静水圧を表わすとき、真空を基準

として大気圧と水圧の両方を考えた (工)と 、大気圧を基準として水圧のみを

考えた (オ)と 呼ばれる、2つの表わし方が存在する。

問 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なさ

い。

平行、垂直、斜め、水深、面積、水温、全静水圧、絶対圧力、表面張力、ゲー

ジ圧力、 トリチェリー、ベルヌーイ、パスカル

問2 文中の下線部から、大気圧′。は何 kPaか、理由を付して答えよ。ただし、

水銀の密度を 13,600kg/m3、 重力加速度を 9.8耐s2と する。

問 3 水面下 20mの地点の静水圧′は、文中の (オ)で表わすと何 kPaになる

か、理由を付して答えよ。ただし、水の密度を 1,000kg/m3、 重力加速度を9.8耐 s2

とする。



I127M環境 1次

専門科目 (2)環 境分析研究領域 (3間中 2間選択 )

問題 1.(配点 25点)

次の文章は、水循環 と物質循環の関わ りおよび収支について記述 したもので

ある。これを読んで、以下の問いに答えよ。

「水」は、食糧生産 0人間生活にとって必要不可欠であるばかりでなく、そ

の (① )を通して私たちの生活および環境と大きな関わりを持っている。そ

れは、豪雨による (② )災害や干ばつなどの (③ )被害のような直接的な

影響だけでなく、水が様々な物質を (④ )し、それを搬送する能力による汚

染物質の (⑤ )や土壌保全などと大きな関わりを持っている。また、液体の

水が水蒸気に変化する過程 [(⑥ )]は,地表面における (⑦ )の再配分

に影響を与えている。従つて、様々な現象を理解するためにはまず、対象とす

る物の流れを把握すること、そして、問題がその流れの中のどこに位置してい

るかを認識することが必要である。

この流れの中のある領域に注目して、対象とする物質の収支を考えたとき、

この領域に向かう物質の流れを(③ )、 この領域から外に向かう流れを(⑨ )

という。またその領域内に存在する物質量を (⑩ )と いう。 (③ )と (⑨ )

は物質の (⑪ )当 たりの移動量を、 (⑩ )はある (⑫ )の物質量を表す。

そして、 (⑧ )を ′rr9、 (⑨ )を οの 、 (⑩ )を S/rjと し、ある期間

この式は

(⑬ )と 呼ばれ、次のように書かれることも多い。

/-0=∠ S

ここで ノと 0は (③ )、 (⑨ )の (⑭ )を表し、4Sは (⑮ )

と呼ばれる。

問 1 文中の空欄 (①)～ (⑮)に、適当な語句を下から選んで答えなさい。

洪水 蒸発散 単位時間

貯留変化量 循環 渇水

溶解 入力 収支式 拡散

熱 (エネルギー) 総和

貯留量

出力 時刻



H27M環境 1次

専門科日 (2)環境分析研究領域 (3間中 2間選択)

問2 上の文章の下線部で時刻 tl,ち における (⑩ )を Srり , Srり とし、

′ω ,οの および積分記号 (∫ )を用いて [式 (a)]を表せ。ただし、∫

記号には積分範囲も付記すること。

問3 ある湖において、20xx年 1月 1日 に全窒素濃度 (願)を計測したところ

1.5可tであつた。その後 1年間にこの湖には 5.O kgの Wが 流入し、その

うち2.O kgが湖から流れる水とともに流出し、また 1.O kgが人工的に浄化さ

れた。このとき、翌年 1月 1日 の湖内のTNを総量および濃度で求めよ。た

だし、湖の水量は 1,000m3(=1.0× 103m3)と する。 (計算の過程も書くこ

と。)

問題2.(配点25点 )

適切な認証物質を用いて土壌中の無機成分の含有量を分析・解析する方法に

ついて説明せよ。

問題 3。 (配点25点 )

問 1 日本の気象庁による地上気象観測で定義された雲の分類 (十種雲級)にあ

る、雲の名称を列記せよ。

問2 上記で分類された雲のうち、集中豪雨をもたらす可能性が最も高い雲を挙

げ、その特徴を記述せよ。



I127M環境 1次

専門科目 (2) 生物環境保全研究領域 (3間中 2間選択 )

問題 1.(配 点25点 )

次の文章を読んで、以下の問いに答えよ。

生物多様性と生態系機能に関する研究は、環境

などを制御 した実験生態系、草地実験系における

実証研究、理論研究が中心である。研究例の多い

草地における操作実験では、主に「種数」を操作

し、種数の違いが一次生産量や物質循環速度とい

った生態系機能の「量」や「速度」に与える影響

を明らかにしてきた。

例えば、北米のシダークリークで行われた

Da宙d Tilmanら による研究があげられる(右図)。

この実験では、数メー トル四方の区画に植物の種

数をさまざまに変えて播種 した。一定期間育てた後、区画内の植物のバイオマスを測定

すると、種数が多い区画ほど植物のバイオマスが多くなつた。ただし、この実験に用い

られた植物は、植物の生活型や機能によつて任意に分けられた 5つの機能群 (C4植物、

C3植物、広葉草本、マメ科植物、木本)か らなる。

問 1 生物多様性について簡単に説明せよ。

問 2 播種 した種数が増えると植物バイオマスが高くなった理由について考察せよ。

問 3 この実験では、同時に土壌中の空素濃度も調べてお り、播種 した種数が増えると

表層土壌中の窒素濃度が減少する傾向がみられた。その理由について考察せよ。

1   2  4  6  8  10  12  14  16

播種しf_4数
T‖man et J.(2001)Sctnce 294:843-845よ り作成.

各点は複数翻 査区研 均値祢 し■ る。
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H27M環 卵 次

専門科目 (2) 生物環境保全研究領域 (3間中 2問選択)

問題2.(配点25点 )

動物の交通事故、すなわちロー ドキルが問題となつている。

問1 ほ乳類のF― ドキルを減少させることを目的とした調査計画を作成せよ。

問2 その調査から予想される結果を記述し、それに基づいた対策案を作成せよ。

なお、予想結果が合つているかどうかは採点の対象としない。

問題3.(配点 25点 )

真菌類の胞子分散に関する次の問いに答えよ。

問 1 真菌類の胞子分散方法のうち、昆虫が媒介するものの例をあげよ。

問2 その胞子分散を確認するための実験方法を考案して記せ。



I127M環境 1次

専門科目 (2) 生産環境管理研究領域 (3間中 2問選択)

問題 1.(配点 25点 )

下図のような等分布荷重が作用する片持ち梁において、自由端のたわみ角θB

およびたわみノβを求めよ。ただし、ヤング係数を E、 断面二次モーメントをf

とする。

問題 2.(配点 25点 )

問 1 扇状地、三角州平野、クリーク地など、地形別に農業水利システムの特性

について述べよ。

問 2 降水量が少なく河川からの取水が十分に期待できない地域での農業用水

の利用方法について述べよ。



H27M環境 1次

専門科目 (2)生 産環境管理研究領域 (3間中 2間選択)

問題 3。 (配点 25点 )

畑にダイズを栽培し、その一部を裸地にして、両方の土壌中の C02濃度を長

期観測した。下図は、夏の 6、 7、 8月 の月末と翌年の 1月 末におけるC02濃

度分布を示したものである。

ダイズ畑における夏のC02濃度分布について、裸地と比較しながら考察せよ。

なお、ダイズ栽培は通常、6月 上旬に播種を行い、10月 中旬に収穫を行う。
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H27M環境 1次

専門科目 (2)地 域環境システム研究領域 (3間中 2問選択)

問題 1.(配点 25点 )

問 1 再生可能エネルギーに関するFIT(固 定価格買取制度)は、企業 (や個人)

が製造した再生可能エネルギーを政府が決定した価格 (固定価格)で電力

会社が全部買い取つて、電力会社がその分だけ追力目的にかかつた費用を電

気料金に上乗せして、電力を利用する国民が平等に負担する仕組みである。

2013年度末の時点では、この固定価格が高すぎると言われていたが、政府

が固定価格を高く設定せざるを得ない事情を、「製造コス ト」「インセンテ

ィブ」という用語を用いて簡潔に説明せよ。

問 2 地域の生活環境の改善や農業経営などに関わる様々な計画を定める際に、

住民参カロが原則となつている。その理由を、(1)政策立案及び実行責任者で

ある行政側の手続き上の事情と、(2)受益者である地域住民側の権利の観点

から、それぞれ簡潔に説明せよ。

問3 マーケティング戦略の分析手法に4P分析がある。4P分析とは、売り出し

たい商品やサービスの戦略の強みと課題を、製品の質 (PrOduct)、 価格

(Price)、 流通 (Place)、 宣伝 (PrOmotion)の 4つの側面から検討するも

のである。石川県金沢市には伝統野菜 助口賀野菜」がある。加賀野菜は金沢

市で古くから栽培されてきた 15品 目の伝統野菜であるが、近年では地域ブ

ランド野菜の競争の激化や後継者不足に悩んでいる。

加賀野菜の品質 (Product)の課題は、例えば「生産者の熟練度によつて、

農産物の見た目の美しさや食味などがばらつかないような品質管理を徹底

すること」などがある。では、加賀野菜が伝統野菜として今後展開していく

ための課題について、4P分析の品質以外の要素である (1)価格面、(2)流

通 (販売)面、そして (3)宣伝面の各側面から考察し、それぞれ簡潔にま

とめよ。
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H27M環境 1次

専門科目 (2) 地域環境システム研究領域 (3間中 2問選択 )

問題2.(配点 25点 )

地理情報に関する以下の問いに答えよ。

問 l UTM図法の正式名称を答えよ。また、下記のどの図法に属するかも答え

よ。

円錐図法  円筒図法  方位図法

問2 経度 1度は何 kmに なるか?地球長半径を6400kmと して計算せよ。

問3 経度の原点は何と呼ばれているか ?ま た、緯度 0度線はどこに相当するか

答えよ。

問4 日本における測地系について述べた以下の文章の空欄 (ア)から (オ)を

埋めよ。

明治以降 (ア )楕円体に準拠した地図が作成されてきた。これは (イ )測

地系と呼ばれる。測量法が改正され、2002年 4月 から (ウ )楕円体に準拠

した (工)測地系が採用されている。測地系 (イ )で表されている地点を測

地系 (工)で表すと約 (オ)mのずれが生じる。

問5 GISに よる空間解析において、バッファリングを使ってどんな解析ができ

るかを述べよ。

問 6 GPSを使つてフィール ドで得られたポイントの数値情報を、ラスター情報

として面的に推定するための方法について説明せよ。



聰 7M環境 1次

専門科日 (2) 地域環境システム研究領域 (3間中 2問選択)

問題3.(配点 25点 )

水資源に関する以下の間に答えなさい。

問 1 わが国の年降水量、および、年蒸発散量はおよそいくらか答えよ。

問2 次の文中の (ア)～ (力 )の空欄にあてはまる語句を答えよ。

わが国の年間の水使用量 (取水量ベース)は、およそ 815億 m3/年である。こ

の使用された水を工業用水、生活用水、農業用水に分類した場合、最も使用量

が多いのは (ア )用水で、次いで (イ )用水、 (ウ )用水の順となっている。

また、世界における総取水量は、およそ 3,973 km3/年 であり、最も使用量が多

いのは (工)用水で、次いで (オ)用水、 (力 )用水の順となつている。

問3 ダム、堰などは水資源開発施設であるが、水資源開発とは何か ?「ダム」、

「渇水流量」、「補給」という語句をすべて用いて説明しなさい。

問 4 流域面積 172.8 km2のある流域において、流域平均にして 100■lm/dayの

豪雨が発生した。この場合、流域末端における日平均流量 m3/sはぃくらに

なるか計算しなさい。ただし、蒸発散量、土壌の乾湿は無視し、全ての降雨

が当日に流出したものとして計算すること。
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