
 
地理第 1 問 
設問 A 人間活動に必要なエネルギーのほとんどは，化石燃料の燃焼によってまかなわれている。しかし化

石燃料への依存は，燃焼の際に発生する(a)二酸化炭素による地球温暖化などの問題がある。そうしたこと

から，太陽や地熱など自然のエネルギーや(b)植物を利用したエネルギーの利用が拡大しているが，化石燃

料を代替するまでには至っていない。 
(1) 下線部(a)について，表 1－1 は，2010 年に二酸化炭素排出量が世界でもっとも多かった上位 5 ヶ国を，

その世界の排出量に占め筍割合と，それぞれの国の 1 人あたり排出量とともに示したものである。(ア)～(エ)
の国名を，ア－○のように答えなさい。 

表 1－1 
国 (ア) (イ) (ウ) (エ) 日本 

二酸化炭素排出量比(％) 24.4 17.7 5.4 5.3 3.8 
1 人あたり排出量(トン) 5.6 17.4 1.4 11.4 9.1 

日本エネルギー経済研究所資料による。 
(2) 下線部(b)について，植物を利用したバイオマス燃料の燃焼は，バイオマスが再生産されれば，地球温

暖化にはつながらないとみなされている。その理由を下記の語句をすべて用いて 2 行以内で述べなさい。語

句は繰り返し用いてもよいが，使用した箇所には下線を引くこと。 
 光合成  二酸化炭素 
(3) 植物からエタノールを生成して燃料として利用するバイオマスエネルギーの利用が，アメリカ合衆国

とブラジルで進んでいる。それぞれの国でもっとも多く原料として使われている植物名を，アメリカ－○，

ブラジル－○のように 1 行で答えなさい。また，以上のような形でのアメリカ合衆国のバイオマスエネルギ

ー生産によって生じている問題について，2 行以内で述べなさい。 
 
 
【二酸化炭素排出量の傾向】 
● 第２問 次の表はいくつかの国におけるエネルギー消費に関するものである。これを見て以下の問いに

答えよ。（２） 

国名 

国民総生産

(百万米ド

ル) 

エネルギー消

費量 

(石油換算千ト

ン) 

一人当たり国

民総生産 

(米ドル) 

一人当たりエ

ネルギー消費

量 

(石油換算 kg)

国民総生産1ド

ル当たりエネ

ルギー消費量 

(石 油 換 算 ト

ン) 

国民総生産1ド

ル当たり二酸

化炭素排出量

(kg) 

インド 340,913 240,280 372 263 705 *2.257

エジプト **60,472 32,196 1,021 518 532 *1.389

南アフリカ 130,589 87,393 3,167 1,846 669 *2.223

ブラジル 692,852 101,478 4,446 638 146 *0.313

アルゼンチン 276,783 53,873 7,960 1,549 195 *0.423

イギリス 1,124,041 216,909 19,178 3,721 193 0.503

フランス 1,526,876 216,043 26,262 3,716 141 0.237

アメリカ合衆

国 
7,270,600 2,115,103 27,641 7,918 291 0.719

日本 5,179,796 446,918 41,372 3,573 86 0.222

世界の統計 1999 年版から作成 
1995 年現在の数値だが，*のついている数値は 1992 年の産業工程から排出される一酸化炭素(データブッ

ク・オブザ・ワールド，1999)を利用している。 
**のついている数値は 1995 年の国内総生産を利用している。 
設問Ａ イギリスとフランスでは「エネルギー消費量」や「１人あたりエネルギー消費量」はほとんど同じ

でありながら，「国民総生産１ドルあたり二酸化炭素排出量」にかなりの差が見られる。その理由を

２行以内で考察せよ。 
設問Ｂ インドおよび南アフリカでは「国民総生産１ドルあたり二酸化炭素排出量」が非常に大きい。その

理由を２行以内で考察せよ。 
設問Ｃ 日本は先進工業国でありながら，アメリカ合衆国に比べて「国民総生産１ドルあたり二酸化炭素排



出量」が非常に小さい。その理由を２行以内で考察せよ。 
設問Ｄ 世界全体として二酸化炭素排出量を削減するにはどのような方法が考えられるか。二行以内で説明

せよ。 
 
●設問 C 
 地球上の森林(地上部〉には約 289 ギガ(109)トンの炭素が蓄積されていると推定されるが，1990 年から

2010 年にその 3.5%が失われている。図 1 は，世界をアフリカ，アジア，ヨーロッパ(含むロシア)，南米，

北中米，オセアニアの 6 つの地域に分けて炭素蓄積量の推移を示したものである。図中の A 地域で炭素蓄

積量が も多いのは，「地球の肺」とも言われている広大な熱帯林を有しているからである。B 地域では，

人口の増加率が も高い。C 地域と D 地域は，いずれも炭素蓄積量を増加させているが，化石燃料消費量

も多い。なお，国民一人あたりの二酸化炭素排出量が も多い国は，D 地域に含まれている。 
(1) A 地域や B 地域で起こっている炭素蓄積量減少の主な要因を 2 つ，あわせて 2 行以内で述べなさい。 
(2) C 地域と D 地域では炭素蓄積量が増加している。これにはどのような要因が考えられるか，1 行で説

明しなさい。（１） 

 
【バイオマスと資源循環】 
★ (2) デンマークとフィンランドの「その他」には，家畜の糞尿や木屑などのバイオマスを利用した発

電が含まれる。これらが，化石燃料を利用した発電に比べ有利な点を，2 行以内で述べなさい。 
★ インドの自然景観は，その民族的背景に基づいて，実に多様な様相を示す。これに関して，現代インド

の社会を，その風俗をも交え，民族社会という観点から説明せよ。（３） 
 
【バイオエタノールと食糧生産の競合】 
● 設問 A 穀物はすべての農産物の中で 大の生産量を誇るが，いわゆる３大穀物の中で特に国際的移動

の多い２品目について，それらが世界的に重視される理由を合わせて４行以内で述べよ。（３） 
 
◆コメント◆ 
 常識範囲内で答えられるように，親切に作られた問題でした。



 
設問 B 
 図 1－1 は，日本における再生可能工ネルギーによる発電能力(設備容量)の推移を示したものである。ま

た，表 1－2 は，A と B の発電能力(設備容量)について，都道府県別に上位 5 位までを示している。 
(1) 図表中の A～D は，風力・水力・地熱・太陽光のいずれかである。A～D をそれぞれ A－〇のように答

えなさい。 
(2) A の設備容量の伸びは，1995 年以降停滞している。その理由を A の立地条件とともに 2 行以内で述べ

なさい。 
(3) 石炭のような化石燃料は，地球が受ける太陽エネルギーの蓄積により生成したものと考えることがで

きる。上記再生可能エネルギーのうち，太陽エネルギーによらないものを 1 つ答えなさい。 
(4) B の 1，2 位を占める青森県，北海道は，B の立地条件としてどのような優位性を備えているか。自然

条件の面から 1 行で述べなさい。 

 
図 1－1 

経済産業省資料による。 
 

表 1－2 
単位:万 kW 

 A(2010 年)  B(2010 年) 
大分県 15.1 青森県 29.3 
岩手県 10.4 北海道 25.7 
秋田県 8.8 鹿児島県 19.8 
福島県 6.5 福島県 14.4 
鹿児島県 6.0 静岡県 13.0 

経済産業省資料による。 
 
 
【循環資源（自然エネルギー）・風力・地熱・水力・太陽光・潮汐力】 
★ 資源・エネルギーの今後を考える上で，「ソフトパス」および「ハードパス」という２つの視点が提示

されている。これらの概念について，周辺事項とともに８行以内で述べよ。（２） 
★ 資源はその働きによって，エネルギー資源，原材料，環境資源などといった様々な分類が可能である。

しかし近年，資源を全く別の視点から分類することが重要視されてきた。機能や用途ではない別の視点で資

源を分類する方法を提案し，その今日的意義とともに説明せよ。解答は５行以内とする。（２） 
● 次の表（略）は，主な自然エネルギーによる発電能力(設備容量)を，上位 5 力国について示したもので

ある。（１） 
(1) 表の a～c は，水力，地熱，風力のいずれかである。a～c の自然エネルギーを，それぞれ a－○○のよ

うに答えよ。 
(2) a の国々において，そのような自然エネルギーの利用を可能にする自然条件を，1 行で述べよ。 



 
【火山・地熱発電の条件】 
★ プレート運動の結果生じるさまざまな自然現象が人々の生活に影響を与えているが，生活に脅威となる

ものと，利便を与えてくれるものを一つずつ答えよ。（３） 
 
◆コメント◆ 
 上の★でわかるように，過去にもよく出題されたテーマです。 
 
 


