
 

 

地球の大きさ（内部構造）の問題。大体核とマントルの境界が 2900km、地球の半径が

6400km なので半分程度になる。よって２。 



 

 

これは知識を問う問題。リソスフェアはアセノスフェアよりも固い。モホ面は大陸の方が

深い。よって両方とも誤りで４ 

 



 

 

緊急地震速報が P 波発生後 3秒後に出た。グラフを見ると震源距離 40km のところでは P

波到達時間は 6 秒。よって、初期微動継続時間は 40km＝8.0T T=5秒。すなわち S波が

到達するのは地震発生から 6秒＋5 秒＝11秒後。これは 11-3=8 で緊急地震速報を受信し

てから 8秒後。よって４． 

 



 

 

 

新しいものが古いものを切るのだから、地表まで到達している岩脈が一番新しい。 

不整合は褶曲した地層を削っているので、不整合は褶曲よりも新しい。よって、褶曲→不

整合→岩脈、で１． 

 



 

Y の石灰岩は白亜紀よりも古い。Zの泥岩は白亜紀よりも新しい。と考えれば、ビカリア

は新生代の化石で三葉虫は古生代の化石だから Yの石灰岩からは三葉虫。Z の泥岩は、新

生代の化石が出る。クックソニアは古生代、デスモスチルスは新生代、ということで４。 

 

 

 

これは、知識の問題。 

 



 

 

こたえは３． 



 

色指数とは、有色鉱物の割合を言う。石英を 20%含んで鉱物が 4 種類含まれるのはオレン

ジの縦線。ここで有色鉱物は黒雲母で、この体積％は 10%。よって色指数は 10。ゆえに

１． 

 

 

 



 

これは、知識の問題。 

結晶片岩は変成鉱物が一方向に配列した組織が見られ、面状にはがれやすい → 〇 

接触変成作用は、マグマとの接触部から幅数十～数百 kmにわたっておこる → そうは

限らない 

片麻岩は鉱物が粗粒で白と黒の縞模様が特徴である → 〇 

ホルンフェルスは硬くて緻密である → 〇 

ゆえに 2を選ぶ 

 

 

 

 



 

 

茶碗の湯から立ち上る湯気を見立てるのは雲や霧がふさわしい。よって１． 

 

 

冷えるということは熱を放出することである。よって４． 

 



 

海洋の深層循環は温度差を主な原因とする海水の鉛直方向の動き。 

続成作用は、堆積物が堆積し固化していく作用。 

粒状斑とは、太陽光球面に見られる対流模様。太陽の光球を構成しているガスも下層から

運ばれる熱によって対流しているため、太陽面全体がこの対流細胞に覆われている。これ

も温度差が原因。 

ハドレー循環も赤道付近で暖められた大気が上昇し緯度 30 度付近で冷えて下降するも

の。 

ゆえに答えは２ 

 

この中で上向きの流れや渦を示しているのは４の積乱雲。 

 

 



 

 

 

原始太陽は水素の核融合から主系列星へ。地球は岩石が溶けて地表面を覆ってマグマオー

シャンになる。よって答えは２． 

 

星間物質について 

http://darkclouds.u-gakugei.ac.jp/public/museum/about/basic.html 

http://darkclouds.u-gakugei.ac.jp/public/museum/about/basic.html


星間物質の正体 

星間物質が占める星間空間は場所によって密度の大小がありますが、平均すると１立方ｃ

ｍ に 1個程度の粒子があります。これらの粒子の 9 割が水素原子で残りの 1 割がヘリウ

ム原子です。その他の原子もありますが、全体の 0.1％程度に過ぎません。 

そして星間物質の質量の 1％程度は、星間塵（ダストといわれる小さい固体粒子）です。

代表的な大きさは 0.1μmくらいです。背景の星の光を赤くしたり（星間赤化）、吸収した

り（星間吸収）します。 

 

これによると３が最も適当になる。 

 

原始地球の成長

（http://www.keirinkan.com/kori/kori_synthesis/kori_synthesis_b_kaitei/contents/sy-b/1-

bu/1-2-2.htm） 

微惑星の衝突合体でできた原始地球は現在よりかなり小さかったと考えられている。原始

地球の重力でまわりの微惑星が次々と地球に落下し，次第に原始地球は大きくなっていっ

た。 

 その微惑星の衝突の際，微惑星の中の水や二酸化炭素などの揮発成分が蒸発分離して，

原始大気を形成した。したがってこのときの大気の組成は水蒸気，二酸化炭素，窒素など

であったと考えられる。 

 微惑星の衝突や，原始大気の温室効果で，表面の温度が上昇し，地球は表面から溶けて

マグマオーシャンをつくったと考えられている。 

 

ということから４． 

http://www.keirinkan.com/kori/kori_synthesis/kori_synthesis_b_kaitei/contents/sy-b/1-bu/1-2-2.htm
http://www.keirinkan.com/kori/kori_synthesis/kori_synthesis_b_kaitei/contents/sy-b/1-bu/1-2-2.htm


 

 

体積が最も大きいものはマントル。平均的な密度が最も大きな層は核。ゆえに４ 

 

 

 



P 波と S 波は P 波が速い。 

縦波である P 波は進行方向に平行に振動する。 

横波である S 波は液体中も気体中も伝わらない。 

横波である S 波は進行方向に直交する方向に振動する。 

 

以上より２を選ぶ。 

 

 

 

 

 

 

まず、知識として深発地震の震源は面上に分布し、これを和達―ベニオフ帯という。深発地



震はプレートの沈み込み帯に特徴的に発生するので海嶺やホットスポットで起きていない

ｂ。ゆえに４を選ぶ。 

 

 

 

 

 
中央海嶺上を０としているから、中央海嶺から最初の正帯磁と逆帯磁は図２から 100km。

これが 260 万年。ざっと計算して 4cm／年。よって２ 

 



 

 

 

 

これは知識の問題。地球楕円体はジオイドの形に近い回転楕円体が定義される。ジオイドの

凹凸は最大 0.1km。 

 

ジオイド（http://www.gsi.go.jp/buturisokuchi/geoid.html） 

地球の表面にある地形には、8,000ｍを超える山や、10,000ｍよりも深い海溝といった大き

な起伏があります。また、地球の地殻構造は不均質で、そのため地球の引力（ひいては重力）

はこの不均質を反映して場所によって変化します。「ジオイド」にもこれに応じた起伏があ

り、「ジオイド」の起伏ともっとも良くあう回転楕円体と比べたとき、「ジオイド」の凹凸（回

転楕円体から測った垂直高）は最大約±100ｍに達します（図 A）。日本では、「GRS80 楕円

体」を回転楕円体として採用しており、この楕円体からの「ジオイド」までの高さを「ジオ

イド高」としています。この高さは基準となる楕円体によって変わります（図 B）。 

http://www.gsi.go.jp/buturisokuchi/geoid.html


図 A 

図 B 

 
センター試験に出るアイソスタシーの問題はほぼ解き方が似ている。要は釣り合いである。 

密度の小さい地殻が、密度の大きいマントルの浮力で支えられている状態を考える。 

マントルの密度が 3.4g/cm3、地殻の密度が 2.8g/cm3、氷床の密度が 0.94g/cm3 とする。 

地殻の厚さが 40km、氷床の厚さがｘkm であるとき、氷がすべて溶け、再びアイソスタシ

ーがなりたつとき、地殻の隆起量 0.47km、というのだから、 要はつり合いである。 

図のとおりに当てはめて 

3.4×0.47+2.8×40＝0.94×ｘ＋2.8×40 

これを解けば、ｘ=1.7km よって 1700m で 3 



 

 

 

 

 

 

上部マントルを構成するのはかんらん岩。これはかんらん石と輝石。輝石を知らなくても石

英ではないことから類推できる。マントルの融点を下げるのは水。よって１ 



 

 

 

玄武岩質マグマは噴出時の粘性が低い。 

玄武岩と花こう岩では花崗岩の方が放射性同位体の崩壊による発熱量が大きい。 

マントルは、対流していて、一部はマグマとなって地表に上昇してくる。この上昇するマグ

マの流れを、ホットプルームと言う。ホットプルームが、プレートを突き抜けて、地表まで

上昇してくる場所が、ホットスポット。 

中央海嶺ではマントル物質が溶けて玄武岩質マグマになる。 

よって４． 

 



 

 

 

 

 

紅柱石、珪線石、らん晶石の関係を見ると、ａに該当するのは高温低圧と読める。高温低圧

な場は火山帯の地下になるから、答えは１ 



 

 

 

多形とは化学組成が同じで結晶構造が違うものをいう。よって３ 

 



 

 

 

答えは 2． 



イノセラムスはジュラ紀~白亜紀にかけて生息した二枚貝。トリゴニアはジュラ紀の貝。フ

ズリナは古生代、ヌンムリテスは新生代。よって、a,b,c の地層の順番を考える。 

断層や褶曲、逆転はないということなので、時代が飛ぶことはないと考える。ａが白亜紀と

思うと、新しくなるか古くなるかどちらか。ｂがトリゴニアであれば、ｃはフズリナがくる。

ｂがフズリナであればｃはもっと古くないといけない。ｂがヌンムリテスならばｃはもっ

と新しくないといけない。よって可能性があるのは２と選べる。 

正攻法で、地層の重なりを読み取ることができれば確実だが、慣れていないと難しい。しか

し、ちょっと考えたら解ける。 

 

 

 



 

 
河川が山地から平地に流れ出る場所に発達するのは扇状地。粒の大きいものから堆積する。

よって４． 

 

 

れき・砂・泥は粒子の大きさによって決められた名である。2mm 以上がれき、2mm～1/16mm

が砂、1/16mm 以下が泥である。泥をさらにわけて 1/16mm～1/256mm をシルト、1/256mm

以下を泥（粘土）とすることもある。 

砕屑物が流れの無い平坦な水底に堆積しているときは一番下に礫、砂、シルト、粘土の順に

積み重なるはずである。水流のあるところでは浮き上がった砂が、大きさ的に流れの力を一

番受けるらしく、最初に動き出す。 



 

http://www.s-yamaga.jp/nanimono/chikyu/chisototaisekigan-02.htm 

答えは 2． 

 

 



 

 

 

 

地衡風とは、気圧傾度力とコリオリ力の釣り合いの結果生じる風。摩擦力がほとんど働かな

い上層における風は地衡風に近い。 

気圧傾度力は気圧の高い方から低い方へ向かって等圧線に直角に働き、コリオリの力は北

半球では風の進行方向を向いて右向きに（南半球では左向きに）働く。それゆえ地衡風は、

等圧線に沿って北半球では気圧の高い方を右手に（南半球では左手に）見る向きに吹く。 



 

答えは 1 

 

 

 

答えは 4 

ａ：南半球も偏西風の蛇行は発生する 

ｂ：蛇行が大きくなるとブロッキング高気圧が形成されやすくなる。 

参考：http://www.nhk.or.jp/sonae/column/20130828.html 

中高緯度域では緯度とともに気温が低下する傾向にあり、これを反映して上空ほど強い西



風（偏西風）が吹いている。地球の自転の効果により、ある地点で上空と地表との風速差は

気温の南北差に比例する※1。上空の特に強い流れを「ジェット気流」と呼び、偏西風ジェ

ット気流はまさに対流圏の気温の南北差が特に強い緯度帯を吹くことになる。つまり、北半

球の偏西風ジェット気流は、その南側の暖気と北側の寒気が接する緯度帯を吹いている。よ

って、寒気の勢力が強まる冬に、「ジェット気流」は南下して強まり、寒気が弱まり暖気が

北上する夏には、北上して弱まる傾向にある。 

こうした性質を理解すれば、通常ある緯度帯を西から東に流れている「ジェット気流」の持

続的蛇行が、気温分布の異常をもたらすのを想像するのは、さほど難しくはない（図 1）。

例えば、北半球で「ジェット気流」が持続的に南下した地域では通常より寒冷な空気に覆わ

れて異常低温となりがち。逆に「ジェット気流」が北上した地域では温暖な高気圧に覆われ

て異常高温となりやすく、夏には干ばつが深刻化することもある。一方、「ジェット気流」

が南から流れる所では、下層に暖湿な気流が流れ込んで集中豪雨が起こることもある。 

※1.これを「温度風平衡」といい、大規模な大気・海洋の流れと温度分布を強く結びつける

条件。 

 

 

 



答えは 3 

 

 

 

 

 

エルニーニョ現象が発生すると、西太平洋熱帯域の海面水温が低下し、西太平洋熱帯域で積

乱雲の活動が不活発となる。このため日本付近では、夏季は太平洋高気圧の張り出しが弱く

なり、気温が低く、日照時間が少なくなる傾向がある。また、西日本の日本海側では降水量

が多くなる傾向がある。冬季は西高東低の気圧配置が弱まり、気温が高くなる傾向がある。



 

答えは 2 

 

 

貿易風が弱まるのだから、暖かい海水が吹き寄せられずに広がる。雲は暖かい海水の上で発

達することを考えると１ 

 



 

 

 

 

地球は東向きに自転している。そのため、低緯度の地点から高緯度の地点に向かって運動し

ている物体には東向き、逆に高緯度の地点から低緯度の地点に向かって運動している物体

には西向きの力が働く。北半球では右向き、南半球では左向きの力が働くとも言える。 

亜熱帯循環の中心は高気圧帯で、コリオリの力によりその高気圧帯の周りを北半球では時

計回りに、南半球では反時計回りに循環している。 中心の高気圧は環流の北側で西へ風が

吹き、環流の南側で東へ貿易風が吹くことが原因である。これらの風の摩擦により環流の中

心に向かう表面の流れが引き起こされ、中心に盛り上がった海水が赤道方向の流れを作る。

この流れはその後西岸境界流となり、極方向へと戻っていく。 各循環で西岸境界流に相当

するものは、メキシコ湾流（北大西洋亜熱帯循環）、黒潮（北太平洋亜熱帯循環）、ブラジル



海流（北大西洋亜熱帯循環）、東オストラリア海流（北太平洋亜熱帯循環）、アガラス海流（イ

ンド洋亜熱帯循環）。ゆえに答えは 1 

 

 

 

潮汐は、潮汐力（起潮力ともいう）によって引き起こされる。潮汐力は、重力場の強さが場

所により異なることで生まれる二次的な力である。海洋潮汐の原因となる潮汐力は、月や太

陽などの天体によって地球のまわりの重力場に勾配が生じることで起こる。つまり、天体と

の距離の二乗に反比例して引力が弱まることと、地球上での場所が違うと天体からの引力

の方向も異なることに起因する。 

朔（旧暦 1 日）や満月（15 日）のころには、月・太陽・地球が一直線に並び、月による起

潮力と太陽による起潮力とが重り合うため、高低差が大きい大潮となる。 

 



ゆえに答えは 2 

 

 

答えは 2 

津波の伝わる速さは、海の深さの平方根に比例する。υ＝√gh （υ：津波の速度[m/s]、g：

重力加速度[m/s2]、h：水深[m]）よって√(10*1000)=100m/s 1 分で 6km 60km 離れて

いるから 10 分で到達することになる。 

 

 

 



 

 

 

HR 図で X は赤色巨星、Y は主系列星、Z は白色矮星。 

赤色巨星の特徴は１．答えは 1 

 



 

星の進化は Y→X→Z が一般的。よって答えは 3 

 

 

絶対等級を求める式 

絶対等級を M，見かけの等級を m，年周視差を p〔″〕，距離を d〔パーセク〕とすれば， 

M＝m＋5＋5log10 p＝m＋5−5 log10d 

として，見かけの等級と年周視差（または距離）から絶対等級を求めることができる。 

星 1 は 5+5-5*log10(2)=10-1.5=8.5 

星 2 は 5+5-5*log10(200)=10-5*2.3=-1.5 

該当するのはどちらも Y。答えは 3 

計算しなくても、絶対等級とは 10 パーセクに置いた時の明るさを言うから、星 1 は 5 より

暗くなり、星 2 は 5 よりかなり明るくなる。そこでどちらも主系列星の Y に入ると予想が

つく。 

 



 

 

金星の特徴は 

金星は、大きさ・重さとも、地球とよく似ている。その内部構造も地球とほぼ同じであると

考えられている。 

金星には非常に厚い大気があり、そのほとんどが二酸化炭素。そのため二酸化炭素の強い温

室効果がはたらき、金星の表面の温度は昼も夜も摂氏 460 度。 

http://www.jaxa.jp/countdown/f17/overview/venus_j.html 

よって答えは４ 

 

 

地球に入射するエネルギーを a とすると地球が受け取るのは 0.7a 

金星に入射するエネルギーが 2a。金星が受け取るのはその 0.2 だから 0.4a。 

よって、0.4a/0.7a≒0.6 答えは２ 



 

 

 

 
地質時代の気候について。 

全球凍結は 7 億年前と 24 億年前。原生代を通じて続いていたわけではない。 

ペルム紀は周期的に寒く乾燥化した 

ジュラ紀は温暖な気候が続いた。 

第四紀には氷期と間氷期がほぼ周期的に繰り返された。 

よって答えは４ 

 



 

 

右横ずれ断層ということは、P から見て右側にずれたと言える。よって P のあるブロック

では砂岩と礫岩の境界が 10m のところにある。傾斜が 45 度だから、10m 北にある P では

10m の深さに境界面が来るはず。よって答えは２ 

 

 

 

かんらん石と斜長石の斑晶があるから SiO2 は 50%より低い。 

石英と共存する斜長石は Na が多い。 

よって答えは１ 



 

 

 

 

有色鉱物の占める割合は低いので白っぽいはず。 



マグマがゆっくり冷え固まってできたらガラス質の物質には富まない。ガラスは急冷され

てできる。 

鉱物によって析出温度が異なるので他の鉱物の隙間を埋めて成長する鉱物はある。 

SiO4 四面体が鎖状につながった骨組みはケイ酸塩鉱物は持っている。 

よって答えは３ 

 

 

 

 

宇宙の元素は 

 

答えは２ 

ビッグバンによって作られた主な元素は水素、ヘリウム 

超新星の爆発によって鉄よりも重い元素が作られた 

種族 I の星はヘリウムより重い元素（天文学では慣習的に「金属 (metal)」と呼ばれる）を

多く含む。これらの重元素はより以前の世代の星の中で作られ、超新星爆発によって撒き散

らされたものである。太陽は種族 I の星である。種族 I の星は銀河系のディスク部分によく



見られる。種族 II の星はビッグバンの後に作られた最初の長寿命の星々であり、それ故に

含まれる金属量は少ない。従って、種族 II の星の周囲には惑星の材料となる物質もあまり

多量には存在しないだろうと考えられている。種族 II の星は銀河系の銀河ハローの中の球

状星団やバルジに存在する。 

ヘリウムの大部分はビッグバンで作られた 

 

参考 

太陽系の元素組成と元素合成過程 

下図を見ると、水素とヘリウムの組成がずば抜けて高い （ひと目盛がひと桁の違いであ

ることに注意 ）。これは、ビッグバンの際 （宇宙誕生後の最初の数分間）にこの 2 元素が

合成されたことを反映している。 

  それより重い元素の大半は、星の内部や超新星爆発の際に合成されたと考えられている。

この描像が確立されたのは 1950 年代のことで、以来個々の元素合成過程、それぞれに対

応する天体現象、および宇宙のなかでの重元素の蓄積について研究が進められてきた。炭素

から先の元素では、酸素、ネオン、マグネシウム等、質量数が 4 の倍数となる元素の組成が

高い。これはそれぞれの原子核がアルファ粒子 （ヘリウムの原子核 ＝ 質量数 4）を捕獲

して成長する過程が働いたことに対応している。さらに、鉄は周囲に比べてきわめて高い組

成をもっている。これは、鉄はもっとも安定な原子核で、超新星爆発 （とくに Ia 型）で

多量に放出されるためである。 

 鉄族よりも重い元素は、原子核どうしの結合では合成されにくく、もっぱら原子核が中性

子を捕獲する反応で成長する。そのなかで、特定の中性子数で原子核が安定になることが知

られており、それに対応して組成も 3 つのピークをもつことが予想される。太陽系組成で

は、この 3 つのピークが少しずれた位置に 2 組表われている。これは中性子捕獲の反応経

路が全く異なる 2 種類の反応が存在することを意味しており、一方は「遅い反応」 （タイ

ムスケールの長い反応）で、星の内部でゆっくりと進行するものであり、他方は「速い」反

応で、超新星のような爆発的な環境で一気に合成が進むものであると考えられている。 



 

恒星の元素組成 

さまざまな恒星のマグネシウムと鉄の組成比を示した。横軸は重元素の代表として鉄の組

成をとっており、大雑把にいうと左にいくほど宇宙の初期に誕生した星である。すると、宇

宙の比較的初期に生まれた星ではマグネシウムの組成が相対的に高く、鉄組成が太陽の 10 

分の 1 程度になったころからその比が低下してきたことがわかる。実は、マグネシウムは 

II 型超新星（大質量星が一生の最期に起こす大爆発 ）で比較的多量に放出されるのに対し、

鉄は Ia 型超新星 （連星系に属す白色矮星が、伴星からの質量降着を経て起こす大爆発 ）

から大量に放出されることがわかっている。図の結果は、宇宙初期には II 型超新星の影響

が強く、やがて Ia 型超新星の寄与が大きくなってきたことを意味している。これは、それ

ぞれの超新星が起こるまでの星の進化のタイムスケールの予測とも一致するものであり、

天体現象と重元素蓄積の歴史がよく理解された例である。 

 



https://www.rikanenpyo.jp/kaisetsu/tenmon/tenmon_021.html 

 

 

まず、太陽はまだほとんど水素とヘリウムでできているからｃ 

宇宙を構成する成分の 7 割以上が宇宙膨張を加速させる謎のエネルギー「ダークエネルギ

ー」、2 割以上が正体不明の物質「ダークマター」であり、普通の「元素（※）」は 4%程度

である、というもの 

https://www.nao.ac.jp/study/uchuzu/univ02.html 



 

 

答えは１ 

 

 

種族Ⅰの星は，その年齢が比較的若く 50 億年以内で，重元素の割合も大きい。また，その

分布は銀河面に集中している。一方，種族Ⅱの星は，年齢は 50 億年以上と古く，重元素の

割合も非常に小さい。分布は銀河中心に向かってしだいに増加するような球状分布をして

いる。一般に種族Ⅰの星にくらべて，種族Ⅱの星の速度分散は大きく，銀河回転の速度と同

じ程度となる。なかには銀河回転と反対向きに運動している星もある。これは，種族Ⅰの星

は銀河円盤に落ち着いたガス成分から形成されたのに対して，種族Ⅱの星はガスの運動が

乱れている銀河系の初期の時代に形成されたからであると考えられている。 

 

ということから、種族Ⅱは a。また質量が太陽の 8 倍ある恒星の終末の姿で、可視光でも見

られるから超新星爆発で d。答えは２ 

 



 

 

 

 

答えは３ 



 

 

ハッブル分類は、エドウィン・ハッブルが 1926 年に開発した銀河の形態分類スキームであ

る。その形からしばしば「ハッブルの音叉図」とも呼ばれる。ハッブルの分類法は、その見

た目によって銀河を 3 つに大きく分類する。 

  ・楕円銀河は、滑らかで特徴のない光の分布であり、楕円に見える。E の記号の後に楕円

率を表す整数を付けて示される。 

  ・渦巻銀河は、平らな円盤から構成され、（通常 2 つの腕の）渦巻構造となっている。中

央の恒星の集まりは銀河バルジと呼ばれ、楕円銀河の構造と似ている。S の記号で示される。

およそ半分の渦巻銀河は、中央のバルジから伸びる棒状の構造を持っているように見え、棒

渦巻銀河と呼ばれて SB の記号で示される。 

  ・レンズ状銀河は、明るい中央のバルジが円盤状の構造に囲まれているように見えるが、

渦巻銀河とは異なって円盤には渦巻構造は見えず、また星形成はほとんど行われていない。

S0 の記号で示される。 



 


