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入学試験問題

政策学 問題【1】
以下の６つの用語の中から４つを選択し、内容を各々200字程度（日本語）で説明し
なさい。
Choose four from the following six terms and explain each content in about one
hundred words in English.
１．マイクロプラスチック（Microplastics）
２．アップサイクリング（Upcycling）
３．温室効果（Greenhouse Effect）
４．クラウドファンディング（Crowdfunding）
５．グリーン・ツーリズム（Green Tourism）
６．自然資本（Natural Capital）

政策学 問題【2】
バイオマスの持続可能な利活用のあり方について述べよ。
Describe different ways of sustainably utilizing biomass.

政策学

問題【3】

企業の社会的責任（CSR）と共有価値の創造（CSV）の違いについて説明しなさい。
Explain the difference between corporate social responsibility (CSR) and creating
shared value (CSV).
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政策学 問題【4】
政府は，排出量取引を実施することで，汚染物質の排出水準を社会にとって最適な水準に
したいと考えているとする。排出量取引によって最適な水準が実現するメカニズムを経済
学的に説明せよ。ただし説明においては以下の言葉をすべて使用せよ。また必要に応じて
グラフを用いて説明しても構わない。
限界削減費用
限界外部費用
効率性
インセンティブ
社会全体における削減費用最小化
Suppose that the government is considering the implementation of emissions trading
in order to achieve a socially optimal level of emissions of a pollutant. Please explain
the mechanism of the emissions trading that can achieve the socially optimal level of
emissions from the viewpoint of economics. You have to use all the following terms in
your explanation. You can use graphs in your explanation as necessary.
marginal abatement cost
marginal external cost
efficiency
incentive
minimization of abatement cost in the whole society

政策学 問題【5】
（１）代替効果と所得効果に基づき，消費財を分類せよ．
Categorize consumer goods, based on the substitution and income effects.
（２）花子さんの効用関数を

とする．ここで， x1 , x2 はそれぞれ財１，財２の消

費量である．また，財１，財２のそれぞれの価格を p1 , p2 とし，花子さんの予算を y とする
とき，財１，財２それぞれの需要関数，ならびに間接効用関数を求めよ．
Suppose that Hanako’s utility function is
, where x1 , x2 are the
consumption of goods 1 and 2, respectively. Let the prices of goods 1 and 2 be denoted
by p1 , p2 , respectively. Her income is denoted by y . Derive each demand function of
goods 1 and 2, and her indirect utility function.
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政策学 問題【6】
y を従属変数， x 1 と x2 を独立変数， a 1 と a2 ，b1 と b2 を回帰係数， e を撹乱項として，次
の２つのモデルをそれぞれ通常最小２乗推定することにしましょう．

y = a 1 + b1 x 1 + e
y = a2 + b2 x2 + e

x 2 は定義上 10 x 1 に等しい一方， e の分散は既知で 10 に等しいとします． ( y, x 1 ) に関する
データは ( y 1 , x 11 ), ( y 2 , x 12 ), , ( y i , x 1i ), , ( y n , x 1n ) として与えられることにしましょう．
（１） a 1 の推定量と a2 の推定量の関係を導き出しなさい．
（２） b1 の推定量の分散と b2 の推定量の分散の関係を導き出しなさい．
Suppose that ordinary least squares is used for each of the following two models:

y = a 1 + b1 x 1 + e
y = a2 + b2 x2 + e ,
where y is the dependent variable; x 1 and x2 are the independent variables; a 1 and a2 , b1
and b2 are the regression coefficients; and e is the disturbance. The variable x 2 is defined to
be equal to 10 x 1 , and the variance of e is known to be equal to 10 . Further suppose that data on
( y, x 1 ) are given as ( y 1 , x 11 ), ( y 2 , x 12 ), , ( y i , x 1i ), , ( y n , x 1n ) .
(1) Derive the relation between the estimators of a 1 and a2 .
(2) Derive the relation between the variances of the estimators of b1 and b2 .
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問題【7】

以下の問のうち1つを選んで解答しなさい。
Answer either Question (1) or Question (2).
(1) 景観保全に関する日本の法の現状を説明するとともに、その課題について論じなさい。
Explain and discuss the legal aspect of landscape conservation in Japan.
(2) 環境権について論じなさい。
Discuss the right to the environment.

政策学

問題【8】

(1)、(2)のいずれかに解答せよ。
Answer either Question (1) or Question (2).
(1) 行政立法について説明せよ。解答は日本語で書け。
(2) Discuss legal issues related to law-making by administrative bodies. Answer in
English.

政策学

問題【9】

以下の問の(1)と(2)すべてに答えなさい。
Answer both Question (1) and Question (2).
(1) 慣習国際法について論じなさい。
Discuss customary international law, including its characteristics, comparing it
with other source(s) of international law.
(2) 国際法上の国家責任について論じなさい。
Discuss state responsibility under international law.

政策学分野
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問題【10】

ネオ・リアリズムとネオ・リベラリズムとの間で論争となった相対利得問題について、
具体的な事例を挙げながら論ぜよ。
Discuss the debate on relative gains between neo-realism and neo-liberalism, using a
concrete example.

政策学

問題【11】

地球温暖化の政治的側面について論ぜよ。
Discuss the political aspect of global warming.

政策学分野
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社会学	
  問題【1】
次の１，２の両方に答えなさい。
１	
  以下の語句について簡潔に説明しなさい。
(a) 予言の自己成就 self-fulfilling prophecy
(b) 囚人のジレンマ prisoners' dilemma
(c) インナーシティ問題 inner city problem
(d) 熟練労働 skilled labor
(e) 縦断調査 longitudinal study
(f) 二段抽出法 two-stage cluster sampling

２	
  現在の日本において進行している人口減少がどのような問題を生み出すか（生み出し
ているか）、社会学的観点から論じなさい。

社会学	
  問題【2】
以下の文章を読んで、設問1～5に答えなさい。
The concept of informal economy was born in the third world, out of a series of studies
on urban labor markets in Africa. Keith Hart, the economic anthropologist who coined
the term, saw it as a way of giving expression to “the gap between my experience there
and anything my English education had taught me before.” In his view, the empirical
observations about popular entrepreneurship in Accra and other African capitals were
clearly at odds with received wisdom from “the western discourse on economic devel	
 
【著作件保護のため英文は割愛】
opment.”
In his report to the International Labour Organization (ILO), Hart postulated (a)a
dualist model of income opportunities of the urban labor force, based largely on the
distinction between wage employment and self-employment. The concept of informality
was applied to the self-employed. Hart emphasized the notable dynamics and diversity
of these activities that, in his view, went well beyond “shoeshine boys and sellers of
matches.” (b)This dynamic characterization of the informal sector was subsequently
lost as the concept became institutionalized within the ILO bureaucracy, which
essentially redefined informality as synonymous with poverty. The informal economy
was taken to refer to an “urban way of doing things” characterized by: (1) low entry
barriers in terms of skill, capital, and organization; (2) family ownership of enterprises;
(3) small scale of operation; (4) labor intensive production with outdated technology;
and (5) unregulated and competitive markets.
Additional characteristics derived from this definition included low levels of
productivity and a low capacity for accumulation. In later publications of the ILO’s
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Regional Employment Programme for Latin America (PREALC), employment in the
informal sector was consistently termed underemployment and assumed to affect
workers who could not gain entry into the modern economy. This characterization of
informality as an excluded sector in less developed economies has been enshrined in
numerous ILO, PREALC, and World Bank studies of urban poverty and labor markets.
(c)That negative definition of the informal sector was challenged by other students of
the subject who saw it in the opposite light. From that alternative stance, informal
activities were regarded as a sign of the popular entrepreneurial dynamism, described
by Hart as “people taking back in their own hands some of the economic power that
centralized agents sought to deny them.” The Peruvian economist Hernando de Soto
reformulated Hart’s original theme and gave it renewed impulse. In his book, The
Other Path, De Soto defined informality as the popular response to the rigid
“mercantilist” states dominant in Peru and other Latin American countries that
survive by granting the privilege of legal participation in the economy to a small elite.
Hence, unlike its portrayal by ILO and PREALC as a survival mechanism in response
to insufficient modern job creation, informal enterprise represents, from this
alternative perspective, the irruption of real market forces in an economy
straitjacketed by state regulation.
The strong normative component attached to these competing analyses of the
informal sector in the third world is not entirely absent in the industrialized countries,
but research there has attempted to arrive at a more precise and less tendentious
definition. There appears to be growing consensus among researchers in the advanced
world that the proper scope of the term informal sector encompasses “those actions of
economic agents that fail to adhere to the established institutional rules or are denied
their protection.” Or, alternatively, it includes“all income-earning activities that are
not regulated by the state in social environments where similar activities are
regulated.”
(d)These definitions do not advance an a priori judgment of whether such activities
are good or bad, leaving the matter to empirical inquiry. In this sense, they are
superior to those described previously, which anticipate from the start the conclusions
to be reached.
出典：Portes, A.,2010, Economic Sociology: A Systematic Inquiry, Princeton University
Press. 一部改変。
註：mercantilist 重商主義の
設問
1	
  下線部(a)について、本文に即して説明しなさい。
2	
  下線部(b)を日本語に訳しなさい。
3	
  下線部(c)について、negative definitionとopposite lightの内容を明示しながら、説明し
なさい。
4	
  下線部(d)を日本語に訳しなさい。
5	
  informal economy に当てはまる具体的な事例を一つ挙げ、その特徴を説明しなさい。
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心理学 問題【１】
以下のA～Dの問題のうち１つを選択して答えなさい。
（解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（１）および（２）の両方に答えなさい。
（１）以下の用語を使って，「道徳ジレンマ」について説明しなさい。
・トロッコ（トローリー）問題
・功利主義と義務論
・認知と感情

（２）機能的磁気共鳴画像法（functional magnetic resonance imaging: fMRI）を用いた
「道徳ジレンマ」についての神経画像研究では，背外側前頭前皮質（dorsolateral
prefrontal cortex: DLPFC）と前頭眼窩皮質（orbitofrontal cortex: OFC）の関与が
報告されている。これらの脳部位は，「道徳ジレンマ」に関する判断にどのように
関係していると考えられるかを述べなさい。
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B
以下の（１）および（２）の両方に答えなさい。
（１）以下のa ～ eの中から3つを選んで，それらの用語について簡潔に説明しなさい。
a.
b.
c.
d.
e.

アフォーダンス
ゲシュタルト
単純接触効果
スリップ
スキーマ

（２）援助行動（あるいは利他行動）の動機には，どのようなものが考えられるか，これ
まで行われてきた具体的な研究例を挙げつつ，複数の観点から説明しなさい。
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C
以下の（１）および（２）の両方に答えなさい。
（１）Rescorla–Wagnerモデルにより説明できる現象と説明できない現象について，それ
ぞれ１つ以上例を挙げ，学習曲線を描きながら説明しなさい。説明できない現象に
ついては，どのような機構を考えることで説明できるか論じなさい。
（２）学習についての理論構築において，自然言語のみで記述されるモデルではなく数式
で記述される数理モデルを用いる利点について論じなさい。
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D
表情認知のメカニズムを論じなさい。論じるにあたって，以下のa～gの概念の説明，およ
び関連する研究例を含めること。
a. Basic emotions
b. Core affect
c. View-centered descriptions
d. Amygdala
e. Simulation
f. Context
g. Cue integration

心理学分野 （5枚中4）

環境学研究科社会環境学専攻

平成29年度第Ⅰ期・平成28年度秋入学 入学試験問題
博士前期課程 専門科目I

心理学 問題【２】
下記の文章は，Psychological Scienceというジャーナルの編集長が書いた文章の一部であ
る。この文章では，心理学論文におけるデータ分析の扱い，注意点などについて書かれて
いる。読者は論文を投稿する人を想定して書かれているが，心理学研究一般にあてはまる
指摘となっている。
本文中のPsychological Scienceはジャーナル名，editor(s)はこのジャーナルの編集者を指し
ている。一般に論文の投稿においては，著者がジャーナルに論文を投稿し，編集長を代表
とする編集委員会が論文内容を評価し，著者に論文の修正再投稿を求めたり，棄却（ジャ
ーナルに載せる水準にない）という判断を伝えるという手順をとる。
この文章を読み，（１）から（４）の設問すべてに答えなさい。

【著作権保護のため英文は割愛】

From Lindsay, D. S. (2015). Replication in Psychological Science. Psychological Science, 26, 1827–1832.（一部
改変）

（１）下線部①を日本語に訳しなさい。
（２）下線部②を日本語に訳しなさい。
（３）下線部③を日本語に訳しなさい。
（４）下線部④にあるように，著者は投稿者（論文著者）に‘scatterplots, frequency histograms,
or stacked dot plots’を含めることを勧めているが，それはなぜかを述べなさい。
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地理学	
  問題【1】
以下の問1と問2の両方に答えなさい。
Answer both Questions 1 and 2.
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。
Question 1. Choose three from the following terms, and explain them in Japanese or
English in approximately three lines respectively.
（a）	
 液状化（liquefaction）
（b）	
 限界集落（marginalized village）
（c）	
 地場産業（local/indigenous industry）
（d）	
 熱塩循環（thermohaline circulation）
（e）	
 ネットワーク解析（network analysis）
（f）	
  氷期・間氷期サイクル（glacial-interglacial cycle）
（g）	
 ユニバーサル横メルカトル（Universal Transverse Mercator: UTM）
（h）	
 レジリエンス（resilience）
問2	
  以下のトピックスの中から1つを選び、論述しなさい。
Question 2. Choose one from the following topics, and discuss it in Japanese or English.
（1）	
 集落立地と地形環境との関係
Relationships between settlement locations and geomorphologic environments
（2）	
 風化と土壌生成
Weathering and soil formation
（3）	
 日本における変動地形の形成と発達過程
Formation and evolution of tectonic landforms in Japan
（4）	
 地理空間情報と関係データベース
Geospatial information and relational databases
（5）	
 都市における住民参加型のまちづくり
Participatory community development in cities
（6）	
 コミュニティ防災・減災の可能性と限界性
Possibilities and limitations of community-based disaster management (CBDM)

地理学	
  問題【2】
あなたの研究において、地図をどのように利用するか、具体的に論述しなさい。
How do you use maps in your research? Discuss it in detail.
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