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平成26年度名古屋大学大学院環境学研究科

地球環境科学専攻大気水圏科学系

博士課程(前期課程）普通入試筆記試験問題

【専門科目】

試験日時：平成Z5年８月２０日（火）１３:ｓｏ～１６:３０

（注意事項）

(1)解答開始の合図があるまでこの問題冊子を開いてはならない．

(2)下記のs科目のうちから2科目を選択し,解答しなさい．

・物理学･地球物理学１・物理学･地球物理学２．物理学｡地球物理学３

・化学･地球化学１・化学･地球化学２・生物学･生態学１

．生物学･生態学２・地球環境学

(3)解答用紙は問題冊子とは別に配布する．

(4)解答用紙は各科目につき2枚ずつである.［物理学･地球物理学2｣については,問題ごとに別の解

答用紙を使用すること．

(5)解答用紙は所定の枚数以上を使用してもかまわない.配布された解答用紙では不足する場合,監

督者まで申し出ること

(6)解答用紙のすべてに受験 雪号および科目を記入すること(氏名は記入しない)．

(7)解答には黒の鉛筆かシャープペンシルの使用を推奨する．

(8)試験に際して,監督者が配付する電卓を使用してもよい．

(9)携帯電話やPHSの電源を切ってカバン等にしまうこと.身につけていてはいけない．

(10)試験時間は１３時３０分から１６時３０分までである(開始後30分までは入室可)．

(11)試験中に気分が悪くなるなど,必要な場合は監督者に申し出ること．

(12)試験問題の内容に関する質問は一切受け付けない．

(13)試験終了後，問題冊子は持ち帰ってよい．

･選択した２科目を○で囲みなさい．

物理学･地球物理学１ 物理学･地球物理学２ 物理学･地球物理学３ 化学･地球化学１

化学･地球化学２ 生物学･生態学１ 生物学･生態学２ 地球環境学

･下欄に受験番号と提出する解答用紙の枚数を記入し， この表紙を問題冊子から取り外

して，解答用紙の上に重ねて提出しなさい．

受験番号 提出する解答用紙の枚数 枚
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物理学・地球物理学可

以下の問題1～問題５を全て解答しなさい．答案には計算過程も書きなさい．

問題１次の行列について，行列式と逆行列を求めなさい．

問Ⅱ瞬謡三割㈲，隣COSの !’１

１
１
１
一

問題２次の定積分の値を計算しなさい．

㈲

問題３１xl<'のとき，次の関数のマクローリン展開を求めなさい．

問１－Ｌ
１－ｘ

問２１ogg(１－x）

注：関数／(x)がｘ＝０を含む開区間で無限回微分可能であり，ｘ＝Ｏの近傍で収束す

る無限級数の和（＊）で表されるとき，この展開を／(x)のマクローリン展開とよぶ．

ここで，／(")(x)は／(x)の〃次導関数を表す．また，０１＝１と定義する．

／(x)=重/伽(0)x”…．……(*）
〃=０刀！

問題４常微分方程式に関する次の間１～問２に答えなさい．

問１ベルヌーイの微分方程式叩/伽＝p(x)〕ﾉ＋9(jc〃ａ（α：整数，α≠０，１）は，変

換ｚ＝〃'~αによって線形微分方程式に帰着することを示しなさい．

問２問,の方法を用いて，次の常微分方程式の一般解を求めなさい．

空十Ｚ＝2y210ggx
伽Ｘ

２
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問題５次の行列Ａについて，以下の問1～問2に答えなさい．

A-E劃
問１行列Ａの固有値とそれらに属する固有ベクトルを求めなさい．

問２Ｐ－'ＡＰが対角行列になるような正則行列Ｐを求め，Ｐ-'ＡＰを計算しなさい．

３
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物理学・地球物理学２

以下の問題１～問題２を， それぞれ別の解答用紙Ｉこ分けて 全て解答しなさい‘

問題１図lのようにｘ軸上に並ぶ３質点系の一次元運動を考える．質量卿の質点Ｃ

の両側に，質量Ｍの質点１，２が，自然長J,バネ定数たのバネでそれぞれ結合されて

いるものとし，バネの質量，重力，および摩擦は無視する．質点Ｃ，１，２の座標を，そ

れぞれＸＣ，Ｘ,，Ｘ２とする．以下の問１～問５に答えなさい．

問１３質点の運動方程式をそれぞれ求めなさい・

問２この系の重心の座標を求めなさい．

問３この系の重心はどのような運動をするか説明しなさい・

問４質点Ｃから見た質点１，２の相対的な座標を，それぞれｘｌ，ｘ２とする．

（１）Ｘ,，Ｘ２を，ＸＣ，ＸｍＸ２を用いて表しなさい．

（２）Ｘ１とX2の線形結合でつくられる基準座標ｙｌ＝X1ーＸ２，兆＝Ｘﾕ＋Ｘ２で記述

される運動を考えることで，この系の２つの固有角振動数の１，⑩2を求めな

さい．ただし，①,＜の２とする．

問ら⑩,，①２に対応する固有振動は，それぞれどのような振動であるか説明しな

さい．必要であれば，図を用いてもよい．

質点２ 質点Ｃ 質点１

④

Ｘ２ ＸＣ ＸｌＸ

図１

４



問題２図２のように,半径Ｒ，質量Ｍの剛体球が水平面とのなす角ｅの粗い斜面上を下

向きに滑らずに転がり落ちることを考える.球の中心を通る軸のまわりの慣性モーメントを１６，

斜面に沿って働く摩擦力の大きさをＦ,重力加速度の大きさを9,斜面に沿って下向きをｘ

軸とする．以下の問１～問６に答えなさい．

問１球の重心のｘ座標上での位置をxGとして，球の回転に関する運動方程式を立

てなさい．

問２球の重心の加速度元GをＭ，Ｒ，１６，９，ｅを用いて表しなさい．

問３摩擦力ＦをＭ，Ｒ，姥，９，ｅを用いて表しなさい．

問４斜面との静止摩擦係数をAとしたとき，球が滑らずに転がり落ちるための瓜
に関する条件を求めなさい．

問５半径Ｒ，質量Ｍの剛体球について，密度が一様な球の場合と,厚さが十分に薄い

球殻の場合の妃をそれぞれ求めなさい.必要に応じて,sin3α=三si1ia-上sin3aの関係
４４

を用いてよい．

問６密度が一様な球の場合と,厚さが十分に薄い球殻の場合で,滑らずに転がり落ちる

ための条件をみたす斜面の最大角度はどちらがより小さいか答えなさい.ただし,斜面と

の静止摩擦係数此は同じとする．

６

図２
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物理学・地球物理学３

以下の問題１～問題３を全て解答しなさいただし解答の過程がわかるように答えること．

問題１温度Ｔが乾燥断熱減率で高度ｚとともに低下している大気は，温位が高度につ

いて一定であることを示そう.ただし，９は重力加速度，Ｒは乾燥空気の気体定数，ｑ’は

乾燥空気の定圧比熱である．

問！熱力学第１法則の式と静力学の式から乾燥断熱減率が量になることを示しなさい
問２温位８の定義式，

’=T(筈)全
の両辺の対数（自然対数）をとり，高度ｚについての微分を求めなさい．ただし，ｐＯは

基準気圧で定数である．

問３問２の結果と乾燥断熱減率の定義から，温度が乾燥断熱減率にあるときは温位が

高度について一定であることを示しなさい．

問題２大気中の高度は気圧から求めることができる．この計算において水蒸気がある場

合と無い場合でどれくらい差が生じるかを考えよう．ただし，重力加速度は９＝９．８，s-2,

また乾燥空気の気体定数はＲ＝２８７ＪＫ－'ｋｇ－１とする．

問lまず，水蒸気が全くない場合を考える．このとき静力学の式と乾燥大気の状態方

程式から，気圧ｐの高度ｚについての変化率が次のように表されることを示しなさい．

ｄｐ卯

ｄｚＲＴ

ただし，Ｔは温度である．

６



問２地表面の高度をｚＯ，気圧をｐＯとして，上式から気圧ｐの高度ｚを計算する式を

示しなさい．ただし，ここでは，温度Ｔが高さとともに変化するものとする．

問３次に水蒸気がある場合を考える．水蒸気の効果は仮温度を用いて表される．比湿

を９として，仮温度喝と温度の関係式Ｔｂ＝Ｔ(1＋0.619)を用いて，水蒸気がある場

合と無い場合の高度差を９の関数として示しなさい．

問４地上気圧1000hPaから１００hPaの間で，温度は300Ｋと一定で，かつ比湿が次

の分布をしているとき，

ｐ
９＝ｑ０－ｅｘｐ

、ｐＯ ㈲
問３の結果を1000hPaから１００hPaの間について積分して，水蒸気を考慮する場合と

しない場合の100ｈＰａにおける高度差を計算しなさい．ただし，９０＝０．０１ｋｇｋｇ－'，

ｐｏ＝１０００hPaは定数である．必要であれば，ｅｏ･'＝１．１を用いなさい．

問題３コリオリカとは何かを説明しなさい．次にコリオリカが重要なはたらきをする

大気または海洋中の現象を一つとりあげ，その特徴を述べなさい．ただし，コリオリカの

役割が分かるように説明すること．

７



化学・地球化学Ⅱ

下記の問題１～問題２を全て解答しなさい．解答用紙には導出の過程も書きなさい．

問題１以下の実験に関する問１～問５に解答しなさい.ただし,水素(H),酸素(O)，

カリウム（K)，マンガン（Ｍｎ）の原子量をそれぞれ１．０，１６．０，３９．１，５４９とする．

ｌ０ｍＬのＨ202水溶液を正確に計り取り’ビーカーに移した．次に，このビーカーに

希H2SO4水溶液を加えて酸‘性にした．最後に，この溶液を0.040ｍｏｌＬ－１のKMnO4標

準溶液で滴定したところ，９．０ｍＬが終点となった．

問１H202とMnO4-について，電子の授受をあらわす半反応式をそれぞれ書きなさ

い．

問２Ｈｚ02水溶液のモル濃度と，重量％濃度を求めなさい．ただし，Ｈ202水溶液の

密度をｌｇｍＬ－１とするぎ

問Ｓシユウ酸ナトリウム（Na2C204）の粉末試薬を用いてKMnO4水溶液の濃度を

正確に求めるには，どのようにすればよいか．５０字程度で具体的に答えなさい．

問４１８．０ｍｏｌＬ－１のH2SO4水溶液を希釈して，ｌＯＯｍＬのO500molL-'H2SO4水溶

液を作るには，何ｍＬのH2SO4が必要か求めなさい．また，この水溶液の作成手順

を，注意点を含めて，記述しなさい．

問５水溶液中のＨ202濃度は，特定の試薬と反応させてから，ある波長における吸

光度を測定することで定量することもできる．このような吸光度測定を用いた濃度

の一般的な定量手法について，７０字程度で概要を説明しなさい．

８



問題２以下の問１～問４に解答しなさい．

問１分子量が１６８の芳香族化合物について，元素の重量百分率を調べたところ，

水素が2.38％，炭素が42.9％，窒素が16.6％を占めており，残りは酸素であった．こ

の化合物の構造式として考えられるものをすべて答えなさい．ただし，水素（H)，

炭素（C)，窒素（N)，酸素（O）の原子量はそれぞれ1.0,12.0,14.0,16.0とする．

問２２５℃の水1.ＯＬ中に０．１６molのCH3COOHと0.08molのCH3COONaが溶解し

ている水溶液がある．この水溶液のＨ卜濃度と，ｐＨを求めなさい．ただし,CH3COOH
の解離定数Ｋｄは1.8×１０~5molＬ~'とする．

問３ｐＨ=１のHCl水溶液を，純水を用いて１０００倍に希釈したところ，ｐＨ=４とな

り，水素ｲ:オン（Ｈ+）の濃度はl/1000に希釈された．しかし，ｐＨ=５のHCl水溶液

の場合，同様に純水を用いて１０００倍に希釈しても,ｐＨ=８にはならなかった．ＨＣｌ

水溶液の希釈倍率が同じでも，Ｈ+の希釈率に違いがでるのはなぜか．理由を１００字
程度で述べなさい．

実在の気体とは異なる．理想気体は，どの問４理想気体は仮想的な気体であり，実在の気‘

ような点が実在気体と異なるか．２つあげなさい．

９



化学・地球化学２

下記の問題１～問題ｓを全て解答しなさい．解答用紙には導出の過程も書きなさい．

問題１表１に，一定容積の密閉容器内でおこなわれた，気体成分Ａの分解反応にお

ける，時間に対する気体成分Ａの濃度の変化を示す．この分解反応に関して，以下の

問１～問４に解答しなさい．なお，この反応は不可逆反応であるとする．

表１時間に対する濃度の変化
』

時間（秒） 濃度（ｍｏｌＬ－１）

０ 0.0200

100 0.0169

200 0.0142

300 ０．０１２０

400 0．０１０１

500 0.0086

問１反応開始後０秒から100秒の間の平均濃度ＣＯ-,00（molL-l）と，その間の平均

分解速度Ｖｏ－ｌ００（molL-1s-1）を求めなさい．また，平均分解速度を平均濃度で割っ
た値ko-l00（s－１）も答えなさい．

問２表１の各測定インターバルについて，問１と同様の計算で得られる値(k,00-200,

k200.300,ｋ300-400'ｋ400-500）は，ko-100の値とほぼ同じである．ｋ＝ko-100＝kloo-200＝k200-30o

＝k300-400＝k400-500として，濃度（C）の時間変化率（dC/dt）を，ｋとＣを用いて表し
なさい．

問３時刻t=0における気体成分Ａの濃度をＣＯとして,任意の時刻tにおけるＣを，
ｋを用いて表しなさい．

問４問１で求めたko-l00の値をｋとして，気体成分Ａの濃度が初期濃度の１/２と

1/eになるのに何秒かかるか．それぞれ求めなさい．なおｅは自然対数の底である．

1０



●

問題２以下に示す大気中の気体成分について，問１～問２に解答しなさい．

ＡｒＣＯ Ｏ ２ Ｈ ｅ Ｎ２

問１対流圏内で比較した時，平均濃度が高い成分を３つ挙げ，濃度の高い順に並
べなさい．

問２名古屋市内の幹線道路上で，各成分の大気中濃度を正確に定量したとする．

対流圏の平均濃度と比較した時，相対的に最も大きな違いが期待される成分はどれ

か．また，その違いを生じる理由は何か.成分を１つ挙げ，その理由を答えなさい．

問題Ｓ水田の底泥から，気泡が発生し，大気中に放出される様子が観察された．気

泡を捕集し，共存する水蒸気を完全に除去した試料（以下これを気泡試料と呼ぶ）の

組成を測定したところ,体積比で80％がメタン(CH4)であり,残りは二酸化炭素(CO2）

と窒素（N2）であった．これに関して，以下の問１～問６に解答しなさい．ただし，
気体分子はすべて理想気体として取り扱い，気体定数は８．３ＪＫ１ｍｏｒ１，水素（H)，
炭素（C)，窒素（N)，酸素（O）の原子量はそれぞれ1.0,120,14.0,16.0としなさ
い．また，数値は有効且数字２桁で答えなさい．

問１気泡試料中に含まれる温室効果気体をすべて挙げなさい．またそれ以外の地

球大気中の主要な温室効果気体を二つ挙げなさい．すべて分子式で解答すること．

問２気泡試料中のCH4は，水田の底泥中で有機物から生成したものである．この

CH4生成反応の反応式を示しなさい．ただし,有機物の化学式はＣＨ２０としなさい．

問３以下の（１）から（４）のそれぞれに示された二つの化学種のうち，

底泥中で，気泡試料と安定に共存出来る化学種は，どれか．（１）から（４）
ぞれの場合について，答えなさい．

（１）SO42~とＨ２Ｓ

（２）Ｆｅ(OH)3とFe2＋

（３）Ｈ２０とＨ２

（４）MnO2とMn2＋

1１

水田の
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問４気泡試料中のCO2濃度を定量するにはどのようにすればよいか．手法を一つ

挙げ，４０字程度で説明しなさい．

問５気泡試料をあらかじめ真空に引いた内容積０．１㎡のガラスライン中に拡散し

たところ，300Ｋで1.0×l03Nm-2を示した．次に，このガラスライン中の気泡試料

から，沸点差を利用してCH4のみを単離し，続いて，このCH4を６００Ｋに加熱した

酸化銅（CuO）と反応させたところ，酸化銅の一部が銅（Cu）に還元された．この

反応の反応式を示しなさい．また，反応終了後にガラスライン中に存在するすべて

の気体分子について，それぞれの重量（９）を求めなさい．ただし，反応は完全に進

行したものとし，また液体の凝縮は起きなかったものとする．

問６気泡中に含まれるＮ２は’底泥中の微生物活動によって生成されたものである

ことがわかった．この反応の反応式を示しなさい．ただし，有機物の化学式はＣＨ２０

としなさい．

1２
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生物学･生態学１

問題原核生物および真核生物の遺伝子発現調節のしくみに関して,以下の問１

～問４のうち３つを選択し，各間中に列挙したキーワーＦを解答文章に含め，

それぞれ３００字程度で答えなさい．図を用いて解説・記述しても良い．

問１大腸菌のβガラクトシダーゼ遺伝子の負の調節について説明しなさい．

［キーワード］：プロモーター，オペレーター，リプレッサー

間２大腸菌において複数の遺伝子が同時に発現調節されるしくみについて説

明しなさい．

［キーワードルオペロン，ポリシストロニックmRNA，ＲＮＡポリメラーゼ

問Ｂほ乳動物のゲノム構造，発現調節について説明しなさい．

［キーワード］：エキソン，イントロン，エキソンシャッフワング，スプラ

イシング

問４

ド］

ほ乳動物におけるクロマチン構造とエピジェネテイ

について説明しなさい．

+キーワード］：へテロクロマチン、ユークロマチン[キーワー ロマチン， ユークロマチン，

1３
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●

生物学・生態学２

以下の問題１～問題３を全て解答しなさい．

問題１図１は地球規模の炭素循環の一部を模式的に表した図である．四角の中の数

字は貯蔵量，矢印の数字は貯蔵場所（形態）間の移動速度を示す．括弧外の数字は産

業革命以前の値，括弧内の数字は産業革命以前から１９９０年代までの変化を示してい

る.単位は貯蔵量に関してはGtC(=10億ｔ炭素),移動速度に関してはGtC/年である．

この図について，下の問１～４に解答しなさい．

1１９．６

陸上植物・

土壌有機物

２３００

1２０

大気

597(+165）

Ｏ

(+6.4）

’
化石燃料

3700(-244）

(＋

70

22.2）

７０．６

(+20）

海洋表層水

900(+18）

９０．２

(+1.6） 1０１

水海洋中深層水

37100(+100）

5０

3９

海洋生物

３

1１

図１．地球規模の炭素循環（生態学入門第２版，日本生態学会編を改変）

問１「陸上植物・土壌有機物」と「海洋生物」は，それぞれ大気や海洋表層水と

炭素のやり取りをしている．これらが炭素を取り込む作用と放出する作用を，それ

ぞれ何と呼ぶか答えなさい．またこれらの作用は，具体的にどのような過程による

ものか，１００字程度で説明しなさい．

問２炭素の取り込み速度を利用し，産業革命以前の「陸上植物・土壌有機物」と

「海洋生物」中での炭素の滞留時間を，それぞれ求めなさい．またその違いがどう

して起きているかについて，１００字程度で説明しなさい．

１４



問３「陸上植物・土壌有機物」には産業革命後の変化量が示されていない．もし

「陸上植物・士壌有機物」の貯蔵量に変化があるとすると，どのような理由が考え

られるか，１００字程度で説明しなさい．

問４「海洋生物」にも産業革命後の変化量が示されていない．もし「海洋生物」

が炭素を取り込む速度に変化があるとすると，どのような理由が考えられるか，１００

字程度で説明しなさい．

それぞれの問に示し問題２問１～５の用語は，種間相互作用に関するものである．それぞれの’

た二つの用語の定義を，お互いの関連を踏まえて，５０～１００字で述べなさい．

問１寄生関係と共生関係

問２種内競争と種間競争

問３食物連鎖と栄養段階

問４ トップダウン調節とボトムアップ調節

問５ 生食連鎖と腐食連鎖
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光強度

問題Ｓ陸上植物の葉や植物プランクトンの光合成速度と光強度の関係は，環境によ

って変化することが知られている．図２のＡとＢについて，下の問１～５に解答しな

さい．

図２．光合成速度と光強度の関係

鎚
鯛
慢
如
索

０

Iﾉノ

●

問１ＡとＢの違いはどのような環境への順化と考えられるか，２０字程度で説明し

なさい．

問２光強度が弱い条件で，負の光合成速度を示すのはなぜか．また，ＡがＢよりも

大きな負の値を示すのはなぜか．それらの理由をあわせて１００字程度で説明しなさ

い、

問３ＡとＢのような特徴を持つ葉を，それぞれ何と呼ぶか．

問４同じ森林の葉でＡとＢの特徴が認められたとすると，ＡとＢはそれぞれ森林の

どのような場所にある葉によるものと考えられるか，２０字程度で説明しなさい．

問５同じ湖に生息する植物プランクトンでＡとＢの特徴が認められたとすると，

湖の成層状態はどのような状況であり，ＡとＢはそれぞれどのような深さに生息する

植物プランクトンによるものと考えられるか，５０字程度で説明しなさい．
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庵

＆

地球環境学

以下の問題１から問題４を全て解答しなさい．

問題１黄砂は，春先，東アジアの砂漠域（ゴビ砂漠，タクラマカン砂漠など）や黄

土地帯から強風により大気中に舞い上がった砂塵が浮遊しつつ降下する現象である。

近年，中国や韓国では黄砂による被害が拡大しており，2005年１０月に開催された日

中韓３カ国環境大臣会合では，北東アジア地域最大の環境問題として，黄砂問題が取

り上げられた。以下の問を全て解答しなさい．

問１黄砂による被害にはどのようなものがあるか，述べなさい（100字程度)．

問２近年，黄砂の発生域が拡大している．その理由について，考えられることを

述べなさい（150字程度)．

問題２図１は,アジアにおける大気中のＰM2.5(直径２．５‘ｕｍ以下の微小粒子状物質）

濃度の分布を示したものである。図１をふまえ，以下の問を全て解答しなさい。

問１地域ごとの濃度分布の特徴から，ＰM2.5の発生源にはどのようなものがあるか

述べなさい（100字程度)。

問２日本では冬季から春季にかけて，ＰM2.5濃度の突発的増大がしばしば観測され

る。この理由について説明しなさい（100字程度)．

『

1

０１ 目 '1０ 1５ 2０ 5０ 8０

大気中のＰＭ２５濃度(|JLg/ｍ３）

図１衛星観測から推定された地表面付近の大気中におけるＰM2.5濃度の分布（2001-2006
年の平均値）（NASAホームページhttp://www､nasa・ｇｏv/topics/earth/features/health-
sapping・html)．図の空白域は，データのない領域である．
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問題３窒素酸化物と硫黄酸化物に関する以下の問を全て解答しなさい．

問１図２は，アジアにおける窒素酸化物（図２上）と硫黄酸化物（図２下）の国お

よび地域別の年間排出量の経年変化（1980-2000年）を示したものである．窒素酸化

物と硫黄酸化物それぞれについて，日本，中国，インドの排出量の経年変化の特徴を

挙げ，国により経年変化の違いが生じる理由を説明しなさい（300字程度）

０
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５
０
５
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３
２
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窒素酸化物

口悪沙の
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ﾛ員李蕊以外の
画中国

因日本

（
ハ
ム
供
ｇ
一
）
咽
調
誌
睡
出

一

雪 塵｜里

。

硫黄酸化物

雪綜

’

問題４問題１から問題３を参考にして，わが国の大気環境を改善するためには，何

が必要と考えられるかを述べなさい（300字程度）．

１９８０１９８５１９９０１９９５２０００年

図２アジアにおける窒素酸化物（上）と硫黄酸化物（下）の国および地域別の年間排
出量の経年変化（国立環境研究所ホームページ，環境展望台のデータを使用して作図）

問２窒素酸化物や硫黄酸化物は，しばしば酸性雨をもたらす．アジア大陸から運ば

れる黄砂粒子には，それを緩和する効果があるとされている．そのメカニズムについ

て，考えられるところを述べなさい（100字程度）．
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