
環境学研究科社会環境学専攻 平成27年度第Ⅰ期・平成26年度秋入学 入学試験問題  
博士前期課程 専門科目I 

政策学 問題【1】 
 

以下の６つの用語の中から、４つを選択し、それぞれの内容を200字程度で説明しな

さい。 
 
  １．シェールガス 
  ２．再生可能エネルギー発電促進賦課金 
  ３．スマートコミュニティ 
  ４．地産地消 
  ５．構造化理論 
  ６．グリーン・コンシューマリズム 
 
 
政策学 問題【2】 
 

環境に関連する国や地方の税制（課徴金等を含む。）の内外の動向、課題等について

考察せよ。 
 
 
政策学 問題【3】 
 

近年、企業の社会的責任論において、「戦略的CSR」という用語が使われている。従

来のCSRとはどのような点で違うのか、また、なぜ「戦略的CSR」という考え方が必要

とされるのか。日本におけるCSRの歴史的経緯を踏まえながら、各自の考えを述べなさ

い。 
 

 
 
政策学 問題【4】 
 
  貿易の自由化が進む中で、環境保全型農業を持続的な形で推進させるために、政府や

市民団体等が果たし得る役割について論ぜよ。 

政策学分野 （4枚中1） 
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  政策学分野 （4枚中3） 

政策学 問題【6】 
 
ある消費者の効用関数をu = C0C1θとする。ここでC0は今期の消費、C1は来期の消費、θは

正のパラメーターとする。この消費者の今期の所得をY0とし、来期の所得をY1とする。(そ
れ以外の所得や期間については、ここでは除外して考えることにする。) 
 
(1) 今期の所得の一部を貯蓄するときの利子率をrとする。この消費者の予算制約式を求め

よ。 
 

(2) 利子率rが上昇したとき、今期の消費C0と来期の消費C1がどのように変化するか、図を

作成して説明せよ。 
 

(3) (1)で求めた予算制約式の下で、最適な今期の消費C0と来期の消費C1をそれぞれ求めよ。 
 

(4) この消費者が今期の所得の一部を貯蓄するために利子率rが満たさなければならない条

件を数式で表せ。また、その条件は、θ、Y0、Y1がそれぞれ変化したとき、どのよう

に変わるか説明せよ。 
 
 
 
 
 
政策学 問題【7】 
 
x と y を変数， aとb を係数， eを誤差として， ebxay ++= という回帰モデルを通常最小

２乗法によって扱うことにしましょう． x と y の観測値として 

∑ =15ii x  ∑ = 20ii y  ∑ = 72iii yx  ∑ = 552
ii x  ∑ = 982

ii y  

を満たす 521 ,,, xxx  と 521 ,,, yyy  が得られるとき， aとb の推定値を求めなさい． 
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  政策学分野 （4枚中4） 

政策学 問題【8】 
 
環境基本法の制定の趣旨及び同法が日本の環境法・環境政策に及ぼした影響に言及しつ

つ、今日における環境基本法の意義及び課題について論じなさい。 
 
 
 
政策学 問題【9】 
 
行政行為の瑕疵について説明せよ。 
 
 
 
政策学 問題【10】 
 
以下の問の（1）と（2）すべてに答えなさい。 
 
（1） 国際法上の「人類の共同遺産（common heritage of mankind）」概念について

論じなさい。 
 
（2） 国際法の規範形成における国際裁判所の判決の機能について論じなさい。 

 
 
 
政策学 問題【11】 
 
1989年から2001年までのアメリカ合衆国と中国の外交関係の概要を記述せよ。 
 
 
 
政策学 問題【12】 
 
フランクリン・ルーズベルト政権が推進したニュー・ディール政策のアメリカ政治に 
おける歴史的意義について論ぜよ。 
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  社会学分野 （2枚中1） 

社会学 問題【1】 
 
1 以下の語句について簡潔に説明しなさい。 
(a) 社会進化論（theory of social evolution） 

(b) エスノグラフィ（ethnography） 
(c) 重回帰分析（multiple regression analysis） 
(d) セグリゲーション（segregation） 
(e) マクドナルド化（McDonaldization） 
(f) ナショナル・ミニマム（national minimum） 
 
2 現代日本社会における外国人労働者について、社会学の視点から論じなさい。 
 
 
社会学 問題【2】 
 
以下の文章を読んで、設問1～4に答えなさい。 
 
 
 

 
【著作権保護のため割愛】 
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  社会学分野 （2枚中2） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：Franklin, Jane ed.,1998, The Politics of Risk Society, Polity Press, 13-14. (一部改変) 
注 CJD: クロイツフェルト・ヤコブ病 
 
設問 

1 下線部(a)を和訳しなさい。 

2 下線部(b)に関して、その理由を説明しなさい。 

3 下線部(c)に関して、深刻な問題がどのように生みだされるかについて説明しなさい。 

4 下線部(d)を和訳しなさい。 
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  心理学分野 （7枚中1） 

心理学 問題【1】 
 
以下のA ~ Eの問題のうち１つを選択して答えなさい。 
（回答の冒頭に選択した問題のアルファベットを明記すること。） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A 
 
以下の設問1, 2の両方に答えなさい。 
 
1. 人の潜在的な認知過程を測定する以下の研究トピックについて，それぞれ具体的手法，

および代表的な知見を述べるとともに，その問題点について述べなさい。 
 

(ア) 視覚的統計学習 
 

(イ) 単純接触効果 
 
 
2. 以下の3つの種類の記憶について，それぞれの違いに着目しながら説明しなさい。また，

このような記憶は，人間が日々生きる上でそれぞれどのような役割を果たしているのか

を考察しなさい。 
 

(ア) エピソード記憶 
 

(イ) 意味記憶 
 

(ウ) 潜在記憶 
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  心理学分野 （7枚中2） 

 
B 
 
以下から２項目を選び，それぞれについて実証研究の結果をもとに答えなさい。 
 
a. 原因帰属における「自己奉仕的バイアス」（self-serving bias）とは何か。また，これ

について文化心理学的研究の結果はどのような知見をもたらしたかを述べなさい。 
 

b. 人が死について考えるなどして，自己の存在に関する脅威を感じると，それが認知や行

動にどのような影響を与えることが知られているか。また，その過程を存在脅威管理理

論（Terror Management Theory）をもとに説明しなさい。 
 

c. 内集団に対するポジティブな態度と外集団に対するネガティブな態度との間には，関連

があるという主張と，関連がないとする主張とがある。それぞれの主張について，理論

的および実証的根拠を述べなさい。 
 

d. “Saying is believing”効果とは何か。また，その境界条件として知られているところを

指摘しながら，この効果を生じさせる心理過程について述べなさい。 
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  心理学分野 （7枚中3） 

 
C 
 
以下の設問1, 2の両方に答えなさい。 
 
1. 心理学において用いられる目の機能に関する指標として，視線（gaze），瞳孔径（pupil 

diameter），瞬目（eye blink）があげられる。これらを説明し，それぞれどのような心

理的過程を反映すると考えられるのかについて述べなさい。 
 
 
2. アイトラッカー（eye tracker）と呼ばれる装置を用いると，視線，瞳孔径，瞬目を同時

に非接触で測定することができる。パーソナル・コンピュータとアイトラッカーを用い

て行う，感情に関する心理学的な研究の計画を提案しなさい。実験方法，刺激，予測さ

れる結果とその解釈など，できる限り具体的に記述すること。なお，パーソナル・コン

ピュータとアイトラッカーは同期されており，刺激提示や反応に伴うトリガ信号が得ら

れるものとする。 
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  心理学分野 （7枚中4） 

 
D 
 
以下の設問1, 2の両方に答えなさい。 

 
1. 以下の（ア）～（ウ）から 1 つを選択して，その用語について，モデルを図示したり，

あるいは，具体的な研究例を挙げるなどして，詳しく説明しなさい。 
 

（ア）エピソード・バッファ 
 
（イ）精緻化見込みモデル 
 
（ウ）流暢性（処理の流暢性） 

 
 
2.「認知心理学はどのような学問領域か」をできるだけ分かりやすく説明しなさい。なお，

この説明を行う対象は，小学校 6 年生（学力水準は，全国平均程度）であると想定する

こと。 
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  心理学分野 （7枚中5） 

 
E 
 
以下の設問1, 2の両方に答えなさい。 
 
1. 次の二つの語について説明し，それらが主に関わるヒト脳の部位（複数の脳領域のこと

もある）はどこか答えなさい。 
 

（ア）ミラーニューロンシステム（mirror neuron system） 
 
（イ）メンタライジング（mentalizing） 

 
 
2. ヒトの社会性の発達の観点から，「共同注意（joint attention）」の持つ役割について

論じなさい。 
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  心理学分野 （7枚中6） 

心理学 問題【2】 
 
以下は，自由意思の知覚について論じた Wegner (2005) からの抜粋である。後の質問に

答えなさい。 
 
                  

              
              

             
              

           
             

              
              

                
    

                   
               

             
            
                

              
            

              
                

              
           

            
              

             
             

              
      

                 
             

              
             

               
                 
              
        

                 
                

           
           

【著作権保護のため英文は割愛】
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  心理学分野 （7枚中7） 

             
            

           
           

               
             

              
            

             
 

   
     

    
 
出典：Wegner, D. W. (2005). Who is the controller of controlled processes? In Hassin, R. 
R., Uleman, J. S., & Bargh, J. A. (Eds.), The new unconscious (pp. 19-36). New York: 
Oxford University Press. をもとに一部改変   
 
 
1. 下線部①を和訳しなさい。 
 
2. 下線部②の実験で用いられた手続き上の仕掛けについて説明し，その実験結果がどのよ

うな意味で “priority principle” を例証したことになるのかを述べなさい。 
 
3. 下線部③を和訳しなさい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【著作権保護のため英文は割愛】
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地理学分野 （1枚中1） 

地理学 問題【1】 
 
以下の問1と問2の両方に答えなさい。 
 
問1 以下の語句の中から3つを選び、それぞれ3行程度で説明しなさい。 
 
（a）ジオパーク 
（b）照葉樹林文化 
（c）人口集中地区（DID） 
（d）中山間地域 
（e）テフロクロノロジー（火山灰編年学） 
（f）ハドレー循環 
（g）氷河性海水準変動 
（h）ランクサイズルール 
 
 
問2 以下の設問の中から1つを選び、答えなさい。 
 
（1）流域の侵食速度を推定する方法について論じなさい。 
 
（2）寒冷地域の地形の特徴について説明しなさい。 
 
（3）グローバル化と産業立地について論じなさい。 
 
（4）都市の空間構造について、モデルを一つ挙げて説明しなさい。 
 
（5）持続可能なツーリズムについて地域文化の観点から論じなさい。 
 
（6）地域区分の方法についてその目的に言及して説明しなさい。 
 
 
 
地理学 問題【2】 
 
現象や問題を「地理的あるいは空間的にとらえる」とはどういうことか、適宜文献を引

用しながら具体的に説明しなさい。 




