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2015 年度 ⼤阪⼤学 前期 地理 
 

（Ⅰ） ⾃然環境・気候 

出 題 範 囲 気候，植生・土壌 

難 易 度 ★★★☆☆ 

所 要 時 間 45 分 

傾向と対策 

 気候について問う大問。問 1，問 2 ともに 250 字の長い論述であるため，豊富かつ正確な知

識が求められる。大阪大学は，大きなテーマについて長い制限字数で書かせる問題が多いので，

基本的な知識の背景や影響についても調べておくようにしよう。問 1 がやや難しいので，比較

的簡単な問 2 で確実に得点できるとよい。 

 

《この解説の使い方》 

黒太字 …この試験で合格点を取るために必要な頻出語句を黒太字で記載した 

赤字 …解答に関連する語句または内容を赤字で記載した 

青字 …この試験で合格点を取るためにおさえておきたい地名を青字で記載した 

 

 
解答例 

問 1 気候の三大要素の一部である気温や降水量は植物の育成に大きく影響しており，同じ気候特性の地域では

植生に共通性があるということに着目した。自らの経験に基づき，植生ごとに気温や降水量を定式化し，

大きく分けて 5 つの気候区分に分類した。南アメリカ大陸の東海岸線とアフリカ大陸の西海岸線の一致か

ら，大陸はかつて 1 つでその後分裂したとする大陸移動説を唱えたウェゲナーは，同様の気候下では類似

した植生がみられるとするケッペンの考えに基づき，海で隔絶された異なる大陸間で同じ植物化石が見ら

れることを大陸移動説の 1 つの根拠とした。（255 字） 

問 2 赤道付近で熱せられて上昇した空気が高緯度側へ移動しながら冷却され，南北回帰線付近に下降すると回

帰線砂漠が形成される。隔海度の大きい内陸部や周囲を山脈で囲まれた盆地では，湿気を含む空気が供給

されないため内陸砂漠が形成される。沖合に寒流が流れる地域では，湧昇流により海面付近の空気が冷却

される一方で上空は比較的暖かく，大気が安定して上昇気流が発生しづらいため海岸砂漠が生じる。山地

の風下側では，卓越風により湿気を含む空気が山を越える際に，風上側で上昇気流が生じて雨が降り，風

下では乾いた下降気流となるため雨陰砂漠が生じる。（259 字） 
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問 1 難易度：★★★★☆ 
解答例 

気候の三大要素の一部である気温や降水量は植物の育成に大きく影響しており，同じ気候特性の地域では植生

に共通性があるということに着目した。自らの経験に基づき，植生ごとに気温や降水量を定式化し，大きく分

けて 5 つの気候区分に分類した。南アメリカ大陸の東海岸線とアフリカ大陸の西海岸線の一致から，大陸はか

つて 1 つでその後分裂したとする大陸移動説を唱えたウェゲナーは，同様の気候下では類似した植生がみられ

るとするケッペンの考えに基づき，海で隔絶された異なる大陸間で同じ植物化石が見られることを大陸移動説

の 1 つの根拠とした。（255 字） 
解説 

ケッペンの気候分類とウェゲナーの大陸移動説の成立要因について問う問題。ケッペンとウェゲナーをどう結

びつけるか，250 字程度という文字数を何で埋めるかなどは想起しにくく，やや難しい問題といえる。 

 まず，問題で問われていることは大きく分けて 2 つである。順に考えていこう。 

①ケッペンが植物に着目して気候区分を行った理由 

ケッペンは，20 世紀初めに活躍した気候学者で，植生分布に応じて気温や降水量を数値化し地球上の気候を

5 つに分類した。ここではケッペンが気候区分に植物を用いた理由が問われているため，植物と気候の関係性に

ふれたい。植物の集団である植生は地域ごとに異なり，気温や降水量といった気候要素から大きな影響を受ける。

そのことに関心をもっていたケッペンは，可視的でわかりやすいよう植生ごとに気温や降水量の数値を定め，

A(熱帯)，B(乾燥帯)，C(温帯)，D(冷帯)，E(寒帯)の 5 つの気候区分に分類し，それぞれをさらに細かく分けて

いった。 

②ウェゲナーの大陸移動説にケッペンが与えた影響 

ウェゲナーは，大西洋をはさむ南アメリカ大陸とアフリカ大陸の両岸の地形が類似していることから，かつて

地球上にはパンゲアと呼ばれる巨大大陸 1 つしかなく，のちに大陸が分裂，移動していったとする大陸移動説を

唱えた。ケッペンの気候分類はこの 1 つの根拠材料として用いられた。 

ウェゲナーが大陸移動説の根拠としたものには，以下の 2 点などが挙げられる。 

・アフリカ大陸と南アメリカ大陸の岩石・地層・古生物の共通性 

・南アフリカ，インド，オーストラリア，南極大陸での氷河が流れる方向の共通性 

このうち，アフリカ大陸と南アメリカ大陸で共通にみられた古生物の中に，寒冷地帯でみられる植物化石があ

り，ケッペンの気候区分から両大陸に同様の気候があることがわかった。このようにしてウェゲナーは，ケッペ

ンの気候区分を自身の大陸移動説の根拠の 1 つとして利用した。  
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◆参考 
 

ケッペンの気候区分について 

センター試験にも頻出なので，ケッペンの気候区分について大まかな基準を復習しておこう。 

気候区分 基準 

熱帯(A) 18℃≦最寒月の月平均気温 

乾燥帯(B) 降水量＜蒸発量 

温帯(C) －3℃≦最寒月の平均気温＜18℃ 

冷帯(D) 最寒月の平均気温＜－3℃， 

10℃≦最暖月の平均気温 

寒帯(E) 最暖月の平均気温＜10℃ 
 

 

 

問 2 難易度：★★★☆☆ 
解答例 

赤道付近で熱せられて上昇した空気が高緯度側へ移動しながら冷却され，南北回帰線付近に下降すると回帰線

砂漠が形成される。隔海度の大きい内陸部や周囲を山脈で囲まれた盆地では，湿気を含む空気が供給されない

ため内陸砂漠が形成される。沖合に寒流が流れる地域では，湧昇流により海面付近の空気が冷却される一方で

上空は比較的暖かく，大気が安定して上昇気流が発生しづらいため海岸砂漠が生じる。山地の風下側では，卓

越風により湿気を含む空気が山を越える際に，風上側で上昇気流が生じて雨が降り，風下では乾いた下降気流

となるため雨陰砂漠が生じる。（259 字） 
解説 

 砂漠の成因について問う問題である。典型的な問題であるため，できるだけ高得点を狙いたい。 

 砂漠の成因については大きく分けて 4 つある。それぞれについてその要因を見ていこう。 

砂漠 要因 具体例 

回帰線砂漠 赤道低圧帯により熱せられた大気が上空で高緯度側に移動

し，回帰線付近で下降するため。 

サハラ砂漠，カラハリ砂漠 

内陸砂漠 海上からの湿気を含む大気の供給不足(隔海度が大きい)。 ゴビ砂漠，カラクーム砂漠 

海岸砂漠 寒流により（*）冷却された空気が下層部にとどまり，大気が安

定化するため，上昇気流が起こらない。 

ナミブ砂漠，アタカマ砂漠 

雨
あま

陰
かげ

砂漠 湿気を含む大気が山を越える際に，風上側で上昇気流となり

雨を降らし，風下側では乾燥した下降気流となる。 

パタゴニア 
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（＊）空気は高温のほうが軽量のため，寒流の影響で海面近くの低いところに冷たい空気，上空に比較的暖かい

空気が位置すると大気が安定するため，大気の循環や上昇気流が発生しにくくなる。 

解答はこれらをまとめて書けばよい。 

 

（柿沼麻衣花，吉田七海統） 
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2015 年度 ⼤阪⼤学 前期 地理 
 

（Ⅱ） 中国の経済成⻑と⼈⼝ 

出 題 範 囲 環境問題，食糧問題，人口，民族，東アジア地誌 

難 易 度 ★★★☆☆ 

所 要 時 間 45 分 

傾向と対策 

 中国の改革開放政策の功罪についての大問。教科書にもあるような典型的な問題の応用が多

く，大阪大学の大問としては解きやすかっただろう。一方で，例年通り論述の文字数が多く書

かなくてはいけないポイントが多いため，改革開放政策についてしっかり勉強している人とそ

うでない人で差がつく大問でもあった。問 1 での改革開放政策や，問 3 での一人っ子政策など，

キーワードの取りこぼしがないようにしたい。 

 

《この解説の使い方》 

黒太字 …この試験で合格点を取るために必要な頻出語句を黒太字で記載した 

赤字 …解答に関連する語句または内容を赤字で記載した 

青字 …この試験で合格点を取るためにおさえておきたい地名を青字で記載した 

 

 
解答例 

問 1 改革開放政策の推進により市場経済が導入されるに伴い沿岸部では経済特区などが形成され，税制優遇と

安価で豊富な労働力を生かした積極的な外資導入による輸出指向型工業化が進行し，大規模工業地域がで

きた。農村部では人民公社の廃止と生産責任制導入により農産物の生産性が向上したが，沿岸部と農業中

心の内陸部の経済格差は拡大したため，都市農村間の格差是正を目的として 2000 年以降鉄道などのイン

フラ整備や天然ガスなどのエネルギー開発を進める西部大開発が行われている。（223 字）  

問 2 表 1：b，表 2：d 

問 3  一人っ子政策による急速な高齢化や男女比の偏り，無戸籍児の増加が問題化し，沿岸部の経済発展は内陸

部との経済格差を発生させ，民工潮の活発化もあいまって沿岸部人口の過密を引き起こすとともに漢民族

と西部の少数民族との対立を招いている。輸出の増加は欧米諸国との貿易摩擦を，海底油田開発は経済水

域をめぐる周辺国との摩擦を生じさせ，工業化や所得増加によるエネルギー消費の拡大は大気汚染をもた

らし，過伐採は内陸部の砂漠化を招いている。（209 字）  
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問 1 難易度：★★★☆☆ 
解答例 

改革開放政策の推進により市場経済が導入されるに伴い沿岸部では経済特区などが形成され，税制優遇と安価

で豊富な労働力を生かした積極的な外資導入による輸出指向型工業化が進行し，大規模工業地域ができた。農

村部では人民公社の廃止と生産責任制導入により農産物の生産性が向上したが，沿岸部と農業中心の内陸部の

経済格差は拡大したため，都市農村間の格差是正を目的として 2000 年以降鉄道などのインフラ整備や天然ガス

などのエネルギー開発を進める西部大開発が行われている。（223 字） 
解説 

中国の 1980 年代以降の経済発展について問う問題。典型的な問題のため，得点を稼ぎたい。問題文にあるよ

うに，地域政策と工業政策に分けて考えよう。 

①工業政策 

工業政策としては，1978 年以降行われた改革開放政策が思いつくだろう。これについて詳しくみていこう。

この制度では，河南沿岸部のシェンチェン，チューハイ，スワトウ，アモイ，ハイナンの 5 都市を経済特区に，

そのほかの開放都市を経済技術開発区に指定し，外資導入による近代化が目指された。これらの都市では税制な

どの経済優遇政策がとられ，安価で豊富な労働力と外資導入により，輸出指向型工業化が進んだ。なお，改革開

放政策の背景については，コラムを読んでもらいたい。 

➁地域政策 

地域政策については，改革開放政策の一環としての農業政策と 2000 年以降に行われた西部大開発が挙げられ

る。 

まず，改革開放政策の推進による市場経済の導入で行われた農業政策について書いていこう。生産組織と地方

行政を組み合わせた人民公社が 1982 年に廃止され，農家に生産を請け負わせる生産責任制が導入された。これ

により農家の生産意欲は向上し，農産物の生産力は上昇した。なお，この生産責任制には，包産
ほうさん

到
とう

戸
こ

と包
ほう

幹
かん

到
とう

戸
こ

の 2 種類の制度があるが，割当量以上の生産高を個人のものとする包幹到戸の制度が現在最も一般的である。 

次に，工業政策の結果として生じた，経済発展が進んだ沿岸部と，内陸部の経済格差是正のために行われた西

部大開発について書いていこう。 
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このように，2000 年以降さまざまな改革が行われたが，現在でも格差解消には至っていない。 

 

◆参考 
 

文化大革命の問題と改革開放政策 

改革開放政策が行われるようになったのは，文化大革命の失敗が原因である。ここで，1970 年代に

生じていた問題と改革開放政策での改善策についてまとめてみる。中国の改革開放政策は大学入試で頻

出のテーマなので目を通してほしい。 

 

・農業 

計画経済，集団化 (人民公社：生産と地方行政を一体化) 

→農家の自主性の阻害，生産意欲低下 

内容 具体的な政策 背景 

インフラ 

建設の促進 

・チンツァン(青蔵)鉄道など，鉄道の建設 

・自動車道路，空港の建設 

・天然ガスパイプライン 

・大学の建設 

・南水北調(長江の水を黄河流域を中心と

する北部へ送水) 

物流インフラの未整備や生活インフラの未整

備による企業進出の遅延，黄河流域の水不足，

工業発展の著しい東部の都市における電力不

足 

教育 ・大学の建設 

・IT 教育の促進 

・義務教育への支援 

東西の学力格差 

環境保護 ・黄河，長江での政府主導の植林 (西部に

限らない) 

過伐採による砂漠化の進行，河川上流部の砂

漠化による下流部での洪水増加 

農業対策 ・貧農への援助，低利率の金銭の貸出 

・機械化の促進 

・都市戸籍取得条件の緩和 

 

農産物の国際競争力の低迷 

・低い労働生産性 

・低い土地生産性 

・農業機械化の遅延 

東西の所得格差，漢民族と農業中心の少数民

族の所得格差 

産業の促進 ・国有企業改革 

・外資企業への規制緩和 

国有企業の経営悪化 
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↓ 

生産責任制導入，人民公社解体，農産物の取引自由化 

→農業生産額増加，農家の所得増加 

 

・工業 

内陸部の資源産地中心に鉄鋼業，油田開発。綿工業の促進(五か年計画) 

↓ 

経済特区，経済技術開発区の設置(外国の資本，技術導入) 例：パオシャン製鉄所 

企業責任制による国有企業改革 

→郷鎮企業の発展 

 

・社会 

急激な人口増加と食料不足 

↓ 

一人っ子政策による人口抑制 
 

 

問 2 難易度：★☆☆☆☆ 
解答 

表 1：b，表 2：d 
解説 

 中国，インド，日本の人口推移の問題である。丁寧に見ていけば容易に解ける問題なので，ここはしっかりと

得点したい。なお，表 1，2 ともにデータ量が多いが，最近の傾向を見るだけで解ける問題である。表や資料を

見るときは特徴的な出来事が起こった年や直近のデータ，特異値に着目するようにしよう。 

 まず，表 1 について見ていく。この表は，中国，インド，日本の出生率の推移を表している。表の右から 3

番目，2010 年～2015 年について見ると，c，b，a の順で出生率が高くなっている。出生率は経済が成熟してい

る国ほど値が小さくなるので，a が日本，b が中国，c がインドとわかる。中国は 2015 年まで一人っ子政策を

行っていたことからも，インドより出生率が低いと判断できる。 

 次に，表 2 について見ていく。この表は，中国，インド，日本の年齢別人口比率の推移を表している。医療技

術の発達に伴い，近年では発展途上国でも乳児死亡率は比較的低いので，15 歳未満の人口比率の高低と出生率

の高低はほとんど比例すると考えてよい。2000 年や 2010 年といった近年のデータを見ると，表では，e，d，f

の順で 15 歳未満人口比が低い。表 1 の考察から e が日本，d が中国，f がインドとわかる。なお，15 歳未満人

口比率が経済の成熟した国ほど低くなるのは，養育費の上昇や女性の社会進出により出生率が低下することが原
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因である。65 歳以上人口比率は経済の成熟した国ほど上昇するが，これは医療設備の充実や医療技術の発達に

より平均寿命が上昇したことや，出生率の低下で生産年齢人口や年少人口が減少したことが原因である。 

 

問 3 難易度：★★★★☆ 
解答例 

一人っ子政策による急速な高齢化や男女比の偏り，無戸籍児の増加が問題化し，沿岸部の経済発展は内陸部と

の経済格差を発生させ，民工潮の活発化もあいまって沿岸部人口の過密を引き起こすとともに漢民族と西部の

少数民族との対立を招いている。輸出の増加は欧米諸国との貿易摩擦を，海底油田開発は経済水域をめぐる周

辺国との摩擦を生じさせ，工業化や所得増加によるエネルギー消費の拡大は大気汚染をもたらし，過伐採は内

陸部の砂漠化を招いている。（209 字） 
解説 

 中国の経済成長によって生じた，多方面にわたる問題点についてまとめる問題。多くの分野での問題点を説明

することが求められていて制限時間内にまとめるのは難しいが，できるだけ多くのポイントをおさえたい。 

 まず，問題文で「人口・社会・経済・政治・環境など」とあるので，それぞれの分野ごとに問題を探していこ

う。 

・人口 

一人っ子政策の問題点を書いていこう。問題点としては以下の 3 つが挙げられる。 

 ①急速な高齢化…一人っ子政策による人口抑制で，生産年齢人口や年少人口が減少する一方，一人っ子政策以

前に生まれた世代は高齢化するため，今後急速な高齢化が想定される。 

 ②性比のアンバランス…一人っ子政策により特例を除き 1 人しか子どもを産めなくなったため，後継ぎや労働

力確保のため相対的に男子の出生が増加し女子の出生が減少した。 

 ③無戸籍児の増加…一人っ子政策の違反には罰金が科されるため， 黒
ヘイ

孩
ハイ

子
ズ

と呼ばれる無戸籍児が増加した。

特に女子が多い。 

・社会 

中国の社会問題としては，東西の地域格差により東部の都市部への人口集中が進んでいることが挙げられる。

東部では外資の導入により工業化が進んだ一方，西部では人口増加により農村で余剰人口が発生しており，東部

への移民や出稼ぎが増加した。西部の農村から都市部に出稼ぎにきた人々のことを民工，西部の農村から東部の

都市部への人口移動を民工潮といい，改革開放政策以降活発化している。 

・政治 

中国の政治問題としては，海底油田開発による経済水域をめぐる周辺国との対立と，東西経済格差による漢民

族と西部中心の少数民族との対立が挙げられる。南沙諸島や西沙諸島，尖閣諸島など，中国は周辺諸国との間で

多くの領土問題を引き起こしている。南沙諸島周辺海域では，人口島の建設，尖閣諸島周辺海域では海底油田の

開発を行うことで周辺国との対立を深めており，経済発展のための政策が領土問題を深刻化させている。また，
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少数民族と漢民族の対立としては，ウイグル族やチベット族との対立がある。政府の干渉に対する反発や経済格

差への不満が高まり，分離独立運動を行う動きもみられる。 

・環境 

中国の環境問題としては，内陸部の砂漠化やエネルギー消費の拡大に伴う大気汚染，北部地域の工業化・都市

化に伴う水不足が挙げられる。工業用水，生活用水ともに使用量が大幅に増加し地下水の過剰取水による水不足

が北部を中心に深刻化している。上流部での水使用量増加による河川の断水も報告されており，アジア三大河川

の 1 つである黄河でも断水が起きている。 

 

（柿沼麻衣花，來住直哉） 


	osaka_tiri_2015_01
	osaka_tiri_2015_02

