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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 7 ページあります。解答冊子は表紙を除いて 2

ページあります。 

3. 監督者の指示に従って、解答冊子の表紙に受験番号、氏名を正しく記入し、

第一志望の研究領域の右欄に○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。 

4. 本冊子中には専門科目の問題が、研究領域ごとに 3 問ないし 4 問あります。

第一志望の研究領域の問題から 2 問を選択して解答してください。解答冊子

表紙の問題番号欄の選択した問題番号に○をつけてください。 

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. 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

た問題の番号を必ず記入してください。 

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、問題冊子は持ち帰ってください。 
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田園資源活用研究領域 

 

（4問中 2問選択して解答してください） 

 

 

問題１ 物質の状態変化に関する以下の問に答えよ。（配点 25点） 

 

問１. 物質が液体から気体に状態変化する際には、気化熱と呼ばれるエネルギ

ーを加えることが必要となる。この気化熱は、温度の変化をもたらさな

いという観点から別の名称で呼ばれることもある。その名称を答えよ。 

 

 

問２. 状態変化の際に気化熱が必要となる理由を 150字程度で説明せよ。 

 

 

問３．水の気化熱は 539.8 cal/gであることが知られている。この値は、たとえ

ば分子量が水の約 2.5 倍であるエチルアルコールでは 200 cal/g である

ことと比べて逆に大きくなっている。その理由を 200字程度で説明せよ。

なお、上記の値はいずれも沸点におけるものである。 
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問題２ 次の問に答えよ。ただし、水の密度は 1.0 g/cm3、水の比熱は 4.2 J/g℃

とすること。（配点 25点） 

 

問１. 銅管にヒーターを巻き付けて断熱材で覆い、その銅管に冷水を流し、ヒ

ーター加熱により温水をつくることにした。ヒーターの発熱量は 1000W、

流量は毎分 120cm3、流入口の水温は 20℃である。十分な時間が経過し

たときの流出口の水温を求めよ。なお、ヒーターの発熱量はすべて水温

上昇に使われるものとする。 

 

問２. 銅管を地中に埋めて、その銅管に温水を流し、地中熱を利用して冷水を

つくることにした。流量は毎分 30cm3、流入口の水温は 30℃、流出口の

水温は 25℃であった。このとき、銅管を流れる水が失う単位時間あたり

の熱量を求めよ。 

 

問３. 問２と同様に、銅管を地中に埋めて、その銅管に温水を流し、地中熱を

利用して冷水をつくることにした。その地中の含水量は、銅管を流れる

水と地中との熱交換の効率に対してどのような影響を与えるか。次の中

から正しいと思うものを１つ選択し、それを選択した理由も 200 字程度

で記述せよ。 

①高い含水量の地中では、熱交換の効率がよい。 

②低い含水量の地中では、熱交換の効率がよい。 

③含水量の違いは、熱交換の効率に影響しない。 
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問題３ 次の問に答えよ。（配点 25点） 

 

問１．土壌生成因子を 5 つ挙げよ。 

 

問２．土壌の化学性に関する次の記述のうち妥当なのはどれか選べ。また、妥

当でない記述の場合は、誤りの箇所をそれぞれ指摘せよ。 

 

1. バーミキュライトは K+や NH4
+に対する固定力が著しく強い。このため

バーミキュライトに固定された K+や NH4
+はほかの陽イオンによって交

換することは難しい。一方、腐植は K+や NH4
+に対する保持力が低いた

め、ほかの陽イオンによって交換されやすい。 

2. 農耕地に水溶性リン酸肥料が施用されると土壌 pH が低い場合は Al や

Fe の化合物にリン酸イオンが吸着・固定され可給態リン酸となるが、土

壌 pH が高く炭酸カルシウムのようなカルシウム塩が多い土壌ではカル

シウムに固定され、難溶態リン酸となる。 

3. 農耕地に硫酸アンモニウムや塩化カリウムなどの化学肥料を施用する

と肥料が土壌中の水に溶けて NH4
+や K+となり、交換性陽イオンとして

吸着される。これらが植物に吸収されると、代わりに土壌中の水から

電離した H+が土壌に吸着され、土壌がアルカリ化する。 

4. pH8 以上のアルカリ土壌ではリン酸は溶解度の高い形態で存在するた

め植物に利用されやすい。 

 

問３．乾燥させた土壌 1.0 g にリン濃度が 1.00 mg/L のリン酸溶液を 10 mL 添加

した。平衡後、溶液の全リン濃度を測定したところ、0.50 mg/L だった。

このとき、土壌 1.0 kg に吸着したリン酸（P2O5 換算）の量（mg）を計算

せよ。ただし、O の原子量を 16、P の原子量を 31 とする。 
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問題４ 次の文章を読んで問に答えよ。（配点 25点） 

 

 表はある試験区の土壌における含水比と pF 値の

関係を示したものである。ここで、土の比重は 2.6、

土の仮比重は 1.10、水の密度は 1.0 g cm-3とする。 

 植生のある土壌に水を供給すると過剰な重力水が

排除され、根群域には水の降下運動が著しく減じた

層が生じる。この土層が保持している水分量が圃場

容水量であり、一般に pF1.5～1.8 とされる。これは

用水計画における灌水の目標とする上限値である。 

 一方、土壌の乾燥により作物の正常な生育を阻害する水分量として、遠心水分

当量に等しい生長阻害水分点と呼ばれるものがある。遠心水分当量は、水で飽和

した土壌を遠心分離器にかけ、重力の 1000 倍の遠心力を 60 分間作用させて脱

水した後、その土壌に残留する水分を含水比で表したものである。これは日本に

おける用水計画上の下限の水分量となる。 

 

 

問１．この土壌の圃場容水量および生長阻害水分点における三相割合を求めよ。

導出過程も含めて記せ。 

 

 

問２．この土壌の土層厚さ 20cm には、容易有効水分量（RAM：readily available 

moisture）が何 mm 貯留できるか。導出過程も含めて記せ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

含水比％ ｐF値 

10 3.0 

15 2.5 

10 2.2 

25 2.0 

30 1.6 
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里山里海創生研究領域 

 

（3問中 2問選択して解答してください） 

 

問題１ 緑地環境に関する次の問に答えよ。（配点 25点） 

  

問１．都市には、様々なタイプの緑地が存在する。緑道（歩道や自転車道を主体

とした緑地帯）や河畔林といった線形の緑地帯は、ネットワーク構造にす

ることによって、都市住民の生活環境を改善するだけでなく、都市の生物

多様性を高める働きがある。ではなぜ、生物多様性が向上するのか、その

理由を 100～150字程度で記述せよ。 

 

 

問２．国立公園やユネスコの世界自然遺産では、開発や人為的な影響を排除する

原生的な核心部「コアエリア」に加え、その周囲に「バッファーエリア（緩

衝帯）」を設けることが多い。このバッファーエリアの意義について、生

態系保全と社会経済活動の 2 つの視点から、150～200 字程度で簡潔に記

述せよ。 

 

 

問３．グリーンインフラは、2015 年に閣議決定された第二次国土形成計画（全

国計画）で「社会資本整備、土地利用等のハード・ソフト両面において、

自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土づくり

や地域づくりを進めるもの」とされている。そこで「森林生態系」を例に、

木材や林産物の生産以外の 2 つの機能を挙げ、それらを利用した魅力あ

る地域づくりの方策を考え、200字程度で記述せよ。 
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問題２ 河川環境に関する次の問に答えよ。（配点 25点） 

 

問１．水生動物群集は水中の栄養分の摂取方法により、4つの機能群（破砕食者、

採集食者、刈り取り食者、捕食者）に分類されている。それぞれの機能群

の具体的な働きを説明しなさい(それぞれ 100字程度)。 

 

 

問２．河川を通した物質循環は山から海だけでなく、海から山へという逆の流

れが存在することが近年の研究から明らかになってきた。その多くは魚

によって担われる。 

 

a. この魚類の生活史のタイプは何と呼ばれるか、物質循環におけるこ

のような魚がもたらす物質は何と呼ばれるか、それぞれの名称を答

えよ。 

 

b. 遡上した魚類が河川・森林生態系にどのような影響を与えるかにつ

いて説明しなさい(150字程度)。 

 

 

問３．河川内に設置された多くのダムや堰堤などの河川構造物は、利水・治

水・防災にとって重要な働きをしてきた一方で、河川生態系にマイナス

な影響を及ぼすことが問題となってきている。その問題点について①生

態系、②地形、③防災の 3つの観点から、説明しなさい(200字程度)。 
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問題３ 農村計画に関する次の問に答えよ。（配点 25点） 

 

問１．平成 26年に施行された地理的表示法（GI制度）の定義について、産地

と認定主体である国（農林水産省）との関係に基づいて、200字程度で

簡潔に説明しなさい。 

 

 

問２．2022年は、1992年に改正された生産緑地法から 30年が経過する年であ

る。そのタイミングで全国各地の都市農地に関して起こると予想される

事態を、現在の生産緑地の管理状況を踏まえて 200字程度で説明せよ。 

 

 

問３．住民参加による地域づくりが今日の農村計画の実務で多くみられる方法

である。首長や行政担当者が主導で行うトップダウンの地域づくりと比

較して、住民参加型の地域づくりにはメリットとデメリットがある。主

なメリットとデメリットをそれぞれ一つずつ、各 100字程度で例示せ

よ。 

 

 


