
 

2022 年 一橋大本番レベル模試 地理 

全 3 問 120 分 150 点満点 

Ⅰ（50点） 

採点基準 

問 1 9 点 

1. 旧宗主国との関係 

イギリスが EC に加盟した（3 点） 

＊「EC」は「ヨーロッパ共同体」でも可 

＊「EC に加盟した」は「ヨーロッパとの経済の結びつきを強めた」でも可 

＊旧宗主国がイギリスでないと明示されている，あるいは容易に推測される場合は 0 点 

2. 移民政策の変化 

白豪主義を廃止した，または 

多文化主義を採用した，または 

有色人種の移民を受け入れた（各 2 点，最大 4 点） 

＊1「以前は白豪主義を採用していた」「欧米からの移民が大半を占めていた」などの表現でも可 

＊1「廃止した」は「撤廃した」でも可 

＊2「多文化主義へと転換した」でも可 

＊3「有色人種の」は「アジア系の」「周辺国からの」「白人以外の」でも可 

3. 移民政策が変化した背景 

国内の労働力が不足した，または 

アジア地域との関係を強める必要があった（2 点） 

＊1「出生率が低下した」でも可 

＊2「地理的に近いアジアの重要性が増した」「貿易相手国としてアジア地域が重視された」などの表現でも可 

I. 3 が 2 の理由である，という関係でなければ，2 点減点 

 

問 2 13 点 

1. 移民増加の政策的背景ⅰ（人口） 

少子高齢化の進行を抑える（3 点） 

＊「少子高齢化の対策となる」「人口の減少を防ぐ」でも可 

2. 移民増加の政策的背景ⅱ（経済） 

経済成長につながる（3 点） 

＊「経済成長」は「自国の経済発展」「産業発展」「技術革新」「イノベーション」などの表現でも可 

 ＊「第三次産業の強化」「先端産業の発展」でも可 

3. 移民増加の政策的背景ⅲ（労働力） 

労働力の不足を補う（3 点） 

＊「労働需要を充足する」でも可 

4. 移民増加の政策的背景ⅳ（税収） 



 

税収の増加につながる（3 点） 

5. 表Ⅰ―1 の読み取り 

平均年齢が低い（2 点） 

＊「若年層の移民が多い」でも可 

6. 家族移民よりも技術移民を受け入れる背景ⅰ（専門知識） 

①の方が専門的な知識をもっている（3 点） 

＊「①」は「技術移民」でも可 

＊「専門的な知識をもっている」は「職務経験がある」「熟練している」「高技能人材である」でも可 

 ＊「教育水準が高い」でも可 

 ＊「高技能人材」は「高度人材」「熟練労働者」でも可（以下の採点要素でも同様） 

7. 家族移民よりも技術移民を受け入れる背景ⅱ（高技能人材） 

高技能人材の需要が増加した（3 点） 

＊「需要が増加した」は「確保を進めている」でも可 

I. 1〜7 の加点の上限は 13 点とする 

 

問 3 16 点 

1. 都市問題が発生する理由 

都市部で移民の定住率が高い（3 点） 

＊「郊外は移民の定住率が低い」でも可 

＊「移民は都市内部に多い」などの表現でも可 

2. 都市問題が発生する理由の背景ⅰ（雇用機会） 

都市部で雇用機会が多い（3 点） 

＊「雇用機会」は「働き口」「職」でも可 

＊「労働需要が高い」でも可 

3. 都市問題が発生する理由の背景ⅱ（同郷コミュニティ） 

同郷のコミュニティが存在する（3 点） 

＊「同郷のコミュニティ」は「中国人街」「チャイナタウン」「インド人街」などの具体例でも可 

 ＊「リトルインディア」でも可 

＊「同一民族の集住地が形成される」などの表現でも可 

4. 都市問題が発生する理由の背景ⅲ（第 3 次産業） 

移民は第 3 次産業への従事者割合が高い（3点） 

＊「第 3 次産業」は「医療・福祉」「専門・科学技術」「小売」「宿泊・飲食」などの具体例でも可 

 ＊「サービス業」でも可 

5. 主要都市で発生している課題 

都市部が過密化している（3 点） 

＊「都市部で過密問題が起こる」などの表現でも可 

＊「移民が都市内部に集中する」でも可 

6. 主要都市で発生している課題の具体例 

住宅が不足している，または 

住宅価格が高騰している，または 

渋滞が発生している，または 



 

公共交通機関が混雑している，または 

インフラのキャパシティをオーバーしている（各 3 点，最大 6 点） 

＊5「キャパシティをオーバーしている」は「許容量を需要が上回る」でも可 

＊5「インフラ」は「公共サービス」でも可 

I. 1〜4 の加点の上限は 8 点とする 

II. 5〜6 の加点の上限は 8 点とする 

 

問 4 12 点 

1. 「専門・科学技術」として考えられる具体的な産業名 

（「専門・科学技術」として考えられる具体的な産業名は）ICT 産業である（3 点） 

＊「IT 産業」「コンピューター産業」「ソフトウェア産業」でも可（以下の採点基準でも同様） 

2. 割合が高い理由ⅰ（インドでの発展） 

ICT 産業が発展してきた歴史がある（2 点） 

＊「ICT 産業が盛んだった」「優秀な技術者が育成されてきた」などの表現でも可 

3. 割合が高い理由ⅱ（ビザ） 

ビザの取得が容易である（2 点） 

＊「移民審査の基準を満たしやすい」などの表現でも可 

4. 割合が高い理由ⅲ（雇用条件） 

オーストラリアの雇用条件がよい（2 点） 

＊「雇用条件がよい」は「賃金水準が高い」「一人あたり GDP が高い」「待遇がいい」でも可 

＊「インド国内で能力を活かす機会が少ない」などの表現でも可 

5. 割合が高い理由ⅳ（英語） 

英語話者が多い（2 点） 

＊「インドでは英語が準公用語である」でも可 

 ＊「公用語」としている場合は 1 点減点 

6. ICT 産業が発展した理由ⅰ（教育） 

理数教育が進んでいる（2 点） 

＊「理数教育」は「数学教育」「IT 関連の高等教育」でも可 

7. ICT 産業が発展した理由ⅱ（カースト） 

カーストに縛られない産業である（2 点） 

＊「カースト」は「身分制度」でも可 

＊「カーストの影響を受けないため人気である」などの表現でも可 

8. ICT 産業が発展した理由ⅲ（時差） 

時差を利用して開発している（2 点） 

＊「アメリカ合衆国と 24 時間体制で開発している」でも可 

 ＊「アメリカ合衆国」は「欧米」「北米」でも可 

I. 2〜8 の加点の上限は 9 点とする 

 



 

Ⅱ（50点） 

採点基準 

問 1 12 点 

1． エコツーリズムの目的 

環境保全を行う，または 

観光振興を行う（3 点） 

＊1「環境保全」は「環境教育」でも可 

＊1「環境を持続する」でも可 

 ＊「環境」は「地域資源」「自然」「文化」でも可 

＊2「観光振興」は「地域振興」でも可 

2． エコツーリズムの内容ⅰ（学習） 

地域固有の資源を学習する（3 点） 

＊「地域固有の資源」は「自然」「歴史」「文化」でも可 

＊「学習」は「理解」でも可 

3． エコツーリズムの内容ⅱ（体験） 

地域固有の資源を体験する（3 点） 

＊「地域固有の資源」は「自然」「歴史」「文化」でも可 

＊「地域固有の資源に触れ合う」でも可 

4． グリーンツーリズムの目的 

心身をリフレッシュする，または 

農山漁村への理解を促す（3 点） 

＊1「余暇ニーズを満たす」でも可 

＊2「農山漁村を活性化する」でも可 

＊「農山漁村」は「農村」「山村」「漁村」「農山村」「農林漁業」「食」でも可 

5． グリーンツーリズムの内容ⅰ（滞在） 

農山漁村に滞在する（3 点） 

＊「農山漁村」は「農村」「山村」「漁村」でも可 

6． グリーンツーリズムの内容ⅱ（交流） 

自然との交流を行う（3 点） 

＊「自然」は「人々」「住民」でも可 

＊「自然との交流」は「農業体験」「漁業体験」「林業体験」でも可 

I. 1～3 の上限は 6 点とする 

II. 4～6 の上限は 6 点とする 

 

問 2 20 点 

[地域的不均衡] 

1. 表Ⅱー1・表Ⅱー2 から読み取れる地域的不均衡ⅰ（登録数が多い地域） 

（登録数は）ヨーロッパで多い，または 

（登録数は）先進国で多い（各 2 点，計 4 点） 



 

＊1「ヨーロッパ」は「北アメリカ」「西欧」「欧米」「BRICS」でも可 

 ＊「BRICS」は「中国」「インド」「ロシア」「ブラジル」のうち，2 カ国以上挙げていれば可 

＊2「先進国」は「先進諸国」でも可 

2. 表Ⅱー1・表Ⅱー2 から読み取れる地域的不均衡ⅱ（登録数が少ない地域） 

（登録数は）アフリカで少ない，または 

（登録数は）（発展）途上国で少ない（各 2 点，計 4 点） 

＊1「アフリカ」は「アジア太平洋」「アジア」「アラブ諸国」「ラテンアメリカ」「中南米」でも可 

3. 地域的不均衡が生じた要因ⅰ（建造物の材質） 

（西欧では）石造の建造物が多い，または 

（アフリカやアジア太平洋では）土造の建造物が多い（各 2 点，計 4 点） 

＊2「土造」は「木造」でも可 

4. 地域的不均衡が生じた要因ⅱ（材質の特徴） 

（石造は）長期保存に向いている，または 

（土造・木造は）長期保存に向いていない（各 1 点，計 2 点） 

＊1「風化しにくい」「形が残りやすい」でも可 

＊2「風化しやすい」「形が残りにくい」でも可 

5. 地域的不均衡が生じた要因ⅲ（歴史的な背景） 

（西欧では）キリスト教（関連）の建造物が多い，または 

（遺産登録は）欧米的価値観に基づいている（各 2 点，計 4 点） 

＊2「欧米的」は「西欧的」「ヨーロッパ」「西洋」でも可 

＊2「西欧主導で行われている」でも可 

＊2「欧米的価値観」は「西洋中心主義」でも可 

6. 地域的不均衡が生じた要因ⅳ（文明） 

（遺産は）文明が栄えた地域に多い（2 点） 

＊「文明が栄えた」は「歴史がある」「史跡が多い」でも可 

7. 地域的不均衡が生じた要因ⅴ（資金） 

（登録プロセスで）莫大な資金が必要である（2 点） 

＊「資金」は「研究費」でも可 

＊「莫大な資金」は「研究実績」でも可 

[遺産類型の数的不均衡] 

8. 表Ⅱー1・表Ⅱー2 から読み取れる遺産類型の数的不均衡 

自然遺産より文化遺産の方が多い，または 

文化遺産より自然遺産の方が少ない（2 点） 

9. 遺産類型の数的不均衡が生じた要因 

（自然遺産は）保全が行いにくい，または 

（文化遺産は）保全が行いやすい（2 点） 

＊1「保全が行いにくい」は「破壊されやすい」でも可 

＊12「保全」は「開発」でも可 

I. 1～7 の上限は 16 点とする 

 

問 3 18 点 



 

1. 遺産が危機に瀕することになった要因ⅰ（コミュニティ内） 

継承者が不足している，または 

担い手が高齢化している，または 

コミュニティが過疎化している，または 

継承方法が確立していない，または 

関心が薄れている，または 

継承機会が減少している（各 2 点，最大 6 点） 

＊12「継承者」は「伝承者」「担い手」「後継者」などの表現でも可（以下の加点要素でも同様） 

＊3「コミュニティが高齢化している」でも可 

 ＊「高齢化」は「少子化」「少子高齢化」でも可 

＊4「継承方法」は「継承システム」でも可 

＊6「継承機会」は「発表機会」でも可 

2. 遺産が危機に瀕することになった要因ⅱ（コミュニティ外） 

戦争により消失した，または 

文化の画一化が進んだ，または 

人口が移動した（各 2 点，最大 6 点） 

＊1「戦争」は「紛争」「自然災害」「地震」「観光地化」でも可 

＊1「消失した」は「被害を受けた」でも可 

＊2「西洋文化へ憧れが生じた」「自国文化の学習機会が減少した」「自国文化に愛着をもてなくなった」でも可 

 ＊「文化に経済的豊かさへ結びつくことを求めるようになった」でも可 

＊3「移動した」は「流出した」でも可 

3. 遺産の存続に向けて必要な取り組み 

遺産を記録する，または 

遺産を研究する，または 

遺産を保存する，または 

遺産を振興する，または 

継承者を育成する，または 

多様性を尊重する，または 

国が主導で取り組む（各 2 点，最大 6 点） 

＊2「研究」は「調査」でも可 

＊3「保存」は「保護」「管理」でも可 

＊4「振興」は「発信」「啓蒙」でも可 

＊5「育成」は「確保」でも可 

＊7「公共性を意識する」でも可 

＊7「国」は「関係機関」「自治体」でも可 

4. 3 の要素と類似せず，問への解答として適当，かつ事実と認められる要因（各 2 点，最大 6 点） 

I. 3，4 の加点の上限は 6 点とする 

 



 

Ⅲ（50 点） 

採点基準 

問 1 14 点 

1. ブラジルで大豆生産が拡大した要因ⅰ（飼料作物の需要増） 

（中国で）飼料作物の需要が増加した（2 点） 

＊「飼料作物」は「家畜の飼料」「植物油脂」でも可 

 ＊「家畜」は「豚」「牛」でも可 

 ＊「飼料」は「エサ」でも可 

2. ブラジルで大豆生産が拡大した要因ⅱ（化学肥料） 

（ブラジルで）化学肥料を投入した（2 点） 

＊「投入した」は「使用した」などの表現でも可 

3. ブラジルで大豆生産が拡大した要因ⅲ（品種改良） 

熱帯地域に適した品種が開発された，または 

遺伝子組み換え大豆が開発された（各 2 点, 計 4 点） 

＊1「熱帯地域」は「低緯度地域」でも可 

＊1「品種が開発された」は「品種改良がされた」でも可 

＊2「遺伝子組み換え大豆」は「GM 大豆」でも可 

4. ブラジルで大豆生産が拡大した要因ⅳ（流通） 

  B が流通経路を確立した（2 点） 

＊「B」は「穀物メジャー」でも可 

＊「流通経路を確立した」は「流通を支えた」「流通を大規模化した」「生産を大規模化した」でも可 

5. ブラジルで大豆生産が拡大した要因ⅴ（セラード開発） 

  C が開発された（2 点） 

＊「C」は「セラード」でも可 

  ＊「セラードが大豆栽培に適している」は不可 

6. ブラジルで大豆生産が拡大した要因ⅵ（バイオディーゼル） 

  バイオディーゼルの需要が増加した（2 点） 

  ＊「バイオディーゼル」は「バイオ燃料」「バイオマスエネルギー」でも可 

   ＊「バイオエタノール」は不可 

7. 飼料作物の需要増の背景ⅰ（中所得者層） 

  中国で A が増加した（1 点） 

＊「A」は「中所得者層」でも可 

8. 飼料作物の需要増の背景ⅱ（経済成長） 

  （中国で）経済成長があった（1 点） 

＊「経済成長があった」は「生活水準が向上した」でも可 

 ＊「生活水準」は「賃金水準」でも可 

9. 飼料作物の需要増の背景ⅲ（肉類の需要） 

  （中国で）肉類の需要が増加した（2 点） 

＊「需要」は「消費」でも可 



 

10. 化学肥料を投入した背景 

  B が投資した（1 点） 

＊「B」は「穀物メジャー」でも可 

  ＊「投資した」は「参入した」「融資した」「サポートした」「流通を支えた」でも可 

I. 1〜10 の加点の上限は 14 点とする 

 

問 2 7 点 

1. ブラジルの大豆輸出量が増加した政治経済的な理由 

  中国が大豆輸入先をアメリカ合衆国からブラジルに転換した（3 点） 

＊「中国がアメリカ合衆国からの輸入量の減少をブラジルからの輸入で補った」でも可 

2. 中国が大豆輸入先をブラジルに転換した背景ⅰ（米中貿易摩擦） 

  米中貿易摩擦がおきた（2 点） 

  ＊「米中貿易摩擦」は「米中の関係悪化」でも可 

3. 中国が大豆輸入先をブラジルに転換した背景ⅱ（追加関税） 

  中国がアメリカ合衆国の大豆に追加関税をかけた（2 点） 

＊「追加関税」は「関税」でも許容 

 

問 3 20 点 

1. マラリア流行の地域差ⅰ（具体的な州） 

  AM や PA で患者が多い，または 

  MT や TO で患者が少ない（2 点） 

＊1「（マラリア流行地域は）AM や PA である」でも可 

  ＊1「AM や PA」は AC, AM，AP，PA，RO，RR から 2 州以上 

＊2「（マラリアが流行していない地域は）MT や TO である」でも可 

  ＊2「MT や TO」は MA，MT，TO から 2 州以上 

  ＊1 州ずつ挙げたものは計 1 点とする 

2. マラリア流行の地域差ⅱ（地形） 

  低地で患者が多い，または 

高地で患者が少ない（2 点） 

＊1「（マラリア流行地域は）低地である」でも可 

＊2「（マラリアが流行していない地域は）高地である」でも可 

3. マラリア流行の地域差ⅲ（緯度） 

  低緯度で患者が多い，または 

高緯度で患者が少ない（2 点） 

  ＊1「低緯度」は「赤道付近」などの表現でも可 

＊1「（マラリア流行地域は）低緯度である」でも可 

＊2「（マラリアが流行していない地域は）高緯度である」でも可 

4. マラリア流行の地域差ⅳ（気候） 

  熱帯雨林気候で患者が多い，または 

サバナ気候で患者が少ない（2 点） 

＊1「（マラリア流行地域は）熱帯雨林気候である」でも可 



 

＊2「（マラリアが流行していない地域は）サバナ気候である」でも可 

5. 地域差の理由ⅰ（水環境） 

  低地では水面が豊富である（2 点) 

＊「水面」は「水場」「水たまり」「水環境」でも可 

6. 地域差の理由ⅱ（気温） 

  低緯度地域では媒介蚊の生息期間が長い（2 点） 

＊「媒介蚊の生息期間が長い」は「媒介蚊が生存しやすい」でも可 

7. 地域差の理由ⅲ（乾季） 

  乾季は媒介蚊の生存に不利である（2 点） 

＊「乾季は媒介蚊が生存できない」でも可 

8. 森林破壊がマラリアの流行に与える影響 

  マラリアの流行が拡大する（2 点） 

9. 森林破壊でマラリアの流行が拡大する理由ⅰ（地球温暖化） 

  （森林破壊によって）地球温暖化が進行する（2 点） 

  ＊「気温が上昇する」でも可 

10. 森林破壊でマラリアの流行が拡大する理由ⅱ（媒介蚊の生存） 

  媒介蚊の生息域が拡大する，または 

  媒介蚊の寿命が延長する（各 2 点，計 4点） 

11. 森林破壊でマラリアの流行が拡大する理由ⅲ（水たまり） 

  （森林破壊によって）水たまりが増加する（2 点） 

12. 森林破壊でマラリアの流行が拡大する理由ⅳ（産卵場所） 

  水たまりに媒介蚊が産卵する（2 点） 

＊「媒介蚊が増加する」「媒介蚊の産卵場所が増える」でも可 

I. 2〜4 の加点の上限は 5 点とする 

II. 5〜7 の加点の上限は 5 点とする 

III. 8〜12 の加点の上限は 8 点とする 

 

問 4 9 点 

1. マラリアの流行拡大がもたらす経済的損失ⅰ（医療） 

  医療費の負担が大きい，または 

感染予防のための負担が大きい,または 

医療施設の整備費がかかる（各 2 点，計 6 点） 

  ＊1「医療費」は「薬代」「病院代」「診察費」「治療費」でも可 

＊2「感染予防のため」は「蚊帳の購入費」「殺虫剤の購入費」でも可 

＊3「医療施設」は「医療インフラ」でも可 

2. マラリアの流行拡大がもたらす経済的損失ⅱ（収入） 

  収入が低下する（2 点） 

  ＊「収入」は「所得」「稼ぎ」などの表現でも可 

3. マラリアの流行拡大がもたらす経済的損失ⅲ（経済） 

  経済成長が阻害される（2 点） 

＊「低成長が続く」「経済成長ができない」「貧しくなる」でも可 



 

4. 収入が低下する理由 

  就業の機会を失う,または 

教育の機会を失う（2 点） 

  ＊1「就職ができない」「職を失う」「安定した職につけない」でも可 

＊2「人的資本が蓄積されない」「学力をつけられない」「学校に通えない」でも可 

5. 経済成長が阻害される理由ⅰ（生産性） 

  生産性が低下する（2 点） 

＊「労働力が不足する」でも可 

6. 経済成長が阻害される理由ⅱ（投資） 

  投資が抑制される（2 点） 

＊「外国資本が参入しない」でも可 

7. 経済成長が阻害される理由ⅲ（観光） 

  観光業が成長しない（2 点） 

  ＊「観光客が訪れない」でも可 

8. 経済成長が阻害される理由ⅳ（農業） 

  換金作物の栽培が滞る（2 点） 

＊「自給作物の栽培を優先する」でも可 

9. 経済成長が阻害される理由の理由 

  マラリアがリスク要因である（2 点） 

＊「リスク要因である」は「リスクと考えられている」でも可 

I. 1〜9 の加点の上限は 9 点とする 

 


