
����年 �月 ��日 �限 理科一類 ��������組

試験時間 ��分，解答用紙 両面 �枚，持ち込み不可

第 �問 ���点�

標準的なタッチタイピングでは，以下の ��個のキーは左右どちらの手のどの指を使って入力するのか答えなさい．

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �	� �
� ���

解答例

��� 左人差し指

第 �問 ���点�

銀行の �	
の暗証番号は �桁の数字でおこなうが，多くのコンピュータシ ステムではパスワードは �桁以上の英語，数

字，記号を使うことが多い．なぜ， 経済的な価値がより高いと思われる銀行の方がより安全性の低い暗証番号を採用している

のか．考えられる理由を箇条書きにして �つ以上提示しなさい．

第 �問 ��点�

以下の用語に関して �～���文字程度で解説を書きなさい．

� ���サーバ

� ���ブラウザ

� ロボット型検索エンジン

第 �問 ���点�

以下に示す �	
� ファイルがある �行頭の �文字は行番号で実際のファイルには含まれないものとする�．

� ��������� ���� ������ ��  !"�  ��� ���� #$% �&'�()�)*�'�  �+�,

-� �.�/� �'�01�2'�,

"� �.�'3,

#� ��)���,(��4 )��&*3���)*� *4 �*3') �'&*� �)���,

5� � .�'3,

6� ��*37,

8� �.,東大太郎のホームページ� .,

9�

:� ��,

%� 私の名前は東大太郎です。

� 現在�' .&�41�.����  


$���*;7*$'�$2� �,東京大学� ',に通っています。

-� � �,

"�

#� ��,

5�

6� いろんな趣味があります。

8� � �,

9� ���,

:� ��),音楽鑑賞

-%� ��),映画鑑賞

-� ��),絵画鑑賞

--� ��),読書

�



-#�

-5� ��,

-6� みなさん宜しくお願いします。

-8� � �,

-9� � �*37,

-:� � .�/�,

上の�	
�ファイルの中で，以下に該当する行番号をすべてあげなさい．該当する行番号がない場合は「なし」と書いて

ください．

��� 文書外部へのリンクのアンカー ��������要素を含む行

��� 順序つきリスト �������� �����の終了タグを含む行

��� 見出し ���������要素の開始タグを含む行

��� 順序なしリスト ���������� �����の項目要素を含む行

��� �	
�要素の終了タグを含む行

� � 文書型宣言を含む行

��� 文書のタイトル �������を表す要素の開始タグを含む行

��� 文書内部へのリンクのアンカー ��������要素を含む行

��� 段落 �!������!��要素の開始タグを含む行

�"� 埋め込み画像 ��#����要素を含む行

第 問 ���点�

以下の文章の空欄 を埋めなさい．

情報処理の文書清書システムの課題をやるために，$#��� を使って，< 2*�(.*%" の下に %����&��' という名前で以下の

ようなファイルを作った．

=3*��/���(�7���0&'�.)�(�>2'&�)���?

=��0)�>3*��/���?

=�)���>遠足のお知らせ?

='��.*&>"#%":5 田中哲朗?

=3'��>-%%"年 8月 "%日?

=/';��)���

本年も以下の要領で遠足を実行しますので@ みなさまお誘い合わせの上@ ぜ

ひ御参加下さい$

=(���)*�>日程表?

=��0)�>�'���'&?>A�A�A�A? =.�)��

日 B 時間 B 予定 == =.�)��

8月 88日 B 9�%% B 情報教育南棟前集合 == =.�)��

同日 B -�%% B 昼食 C噴水前D == =.�)��

同日 B 8�"% B 情報教育北棟前解散 == =.�)��

=��3>�'���'&?

=(���*)�>行き先?

目黒区駒場 "�9�

�



=��0)�>)��/)��?

=)��/ 弁当@ 水筒@ おやつ

=��0)�>���/�&'��?

=)��/ おやつは>=�4 "%%?円以内$

=)��/ �'�'�'(は>=)� おやつ?に含めない$

=)��/ >=�'&0� E�)��?は不可$

=��3>)��/)��?

=)��/ 画用紙@ クレヨン

=)��/ 傘>=4**��*��()�� C雨が降りそうな場合D?

=)��/ 必要に応じて以下の式も持参すること．

FF �CGD 1 =(�/H>)1?I>�?C��H) =�*0 �I)D FF

=��3>)��/)��?

=(���)*�>注意?

途中で以下のようなかぼちゃを見かけたら報告するように．

=��0)�>�����&?

=)����3�0&'�.)�(>��/�;)�$��(?

=��3>�����&?

=��3>3*��/���?

%���# のウィンドウで

��'��J ;'3')$��J

を実行したら，

�.)( )( E��G@ K�&()*� $9@ �'(�3 *� ��G K�&()*� "$#5: C!��-� 8$-D

� � �'�L� 4)�3 4)�� M;'3')$��JL$

�N, ;'3')$��J

���'(� �7�� '�*�.�& )���� 4)�� �'/��

と出て止まってしまったので，(����)*(�) を押して終了した．%���# のウィンドウではカレントディレクトリが「<」になっ

ていることに気がついたので，%���#のウィンドウのウィンドウで，

���

と入力して，カレントディレクトリを 「< 2*�(.*%"」にしてから，再び

��'��J ;'3')$��J

を実行したら，

� ��3�4)��3 �*��&*� (�O�����$

�$9 =(���*)�

>行き先?

というエラーが出た．

���

の行を

���

�



� �'��G �&&*&� =��0)�>���/�&'��? *� )���� �)�� -5 ��3�3 �7 =��3>)��/)��?$

P�� �.� �'��G /'��'� *& �'��G �*/�'�)*� 4*& �J��'�'�)*�$

�7�� � �&���&�, 4*& )//�3)'�� .���$

$$$

�$-8 =��3>)��/)��?

というエラーが出た．

���

の行を

���

としたところ，無事に !����' コマンドが終了して %����&�+� というファイルができた．そこで，

J3	) ;'3')$3	)

を実行して，画面で確認してみたところ，��とするつもりが，�
�になっていたことに気がついたため，

� �

の行を

���

と直して，レポートを提出した．

第 �問 ���点�

以下に，画像形式の �つ ,,
形式のファイルのサンプルと，その説明をつける．

�"

# #

-55

% % % % % %

% % % -55 % -55

% % % % % %

-55 % -55 -55 % -55

% % % -55 % -55

-55 % -55 -55 % -55

-55 % -55 -55 % -55

-55 % -55 -55 % -55

,�の部分がマジックナンバーという部分で，このファイルが他の画像ファイルではなく,,
形式であることを示

す ������-�の多くのアプリケーションのように，拡張子が &!!# でああることで判断しているわけではない�．

,,
形式では空白 ������ .!���� .!���コードだけではなく改行，タブも含まれる�はいくついれても良いが，

,�の前に入れてはいけない．マジックナンバーの後に 空白があり，

# # -55

�



れぞれ ��暗い�から ��明るい�までの ��階調あれば人間に自然な画像を表せるといわれているので，ここで

は � を指定している．

残りの部分で，�'�2��ピクセルの /01値を順に指定している．ピクセルの指定の順番は横書きの文章と同じよ

うに左上から右下へ横方向に走査していく．� ピクセル内の指定の順番は / 0 1の順番になっている．

この画像ファイルはどのような図形を表しているか，図形と色を以下のような形式で書きなさい．

第 �問 ��点�

以下の文章の空欄 を埋めなさい．

3�+�言語で，以下のような画像を作る ,,
ファイルを作成するプログラムを作ろうとした．

以下のように 0���&"�+�というファイルを作り，

��'(( Q&'3>

����)� (�'�)� 	*)3 /')�CP�&)�0�� '&0(D>

)�� 
)3�.1-9@ .�)0.�1-9R

P7(��/$*��$�&)����C��" �S
)3�.S� �S.�)0.�S� -55�DR

)�� )@2R

4*&C)1%R)�.�)0.�R)1)SD>

4*&C21%R2�
)3�.R212SD>

  �'�.$'�(は絶対値の計算

)�� ;1�'�.$'�(C)�2DN-R

P7(��/$*��$�&)����C;S;S;DR

?

?

�



?

���

と %���#上で入力してコンパイルして，

���

と実行してみて，����&!!#というファイルを作成してみたが，

�*�	�&� 0&'3$��/ 0&'3$0)4

を実行すると，

�*�	�&�� �*� ��*�0. �)J��( C0&'3$��/D$

のようなエラーを出して終了してしまった．����&!!#を $#���で内容をみてみると，

�" -9 -9 -55

86-

856

85%

のように，/ 0 1値が並ぶのではなく，全部が足された値が並んでいる．そこで，元のプログラムの

���

の行を

���

と修正したところ，今度は ���+���まで済んだが，変換してできた ����&�� ファイルを
�4����で表示させたところ，

のような図が出てしまった．座標値から明るさを求める式が間違っていたことに気がついたので，プログラムの

���

の行を

� �

と修正したところ，想定する出力が得られた．

�


