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生　　　　物

第 1問　細胞膜に関する次の文章を読み，下の問い（問 1〜 3）に答えよ。

　細胞膜はリン脂質の二重層でできており，膜の外側は親水性だが，膜の内部は疎水性

となっている。細胞内外の物質は，この細胞膜を次に挙げたようなさまざまなしくみで

通過する。

①細胞膜を直接通過

　　濃度勾配にしたがって，この二重層の部分をそのまま通過する。

②チャネルタンパク質を通過

　　チャネルタンパク質の孔
あな

を介して，濃度勾配にしたがって移動する。

③担体（運搬体タンパク質）やポンプを介して通過

　　担体やポンプと呼ばれるタンパク質に物質が結合して，細胞内外への移動が起こる。

④細胞膜が変形して通過

　　細胞膜の陥
かん

入
にゅう

や小胞と細胞膜の融合などの，細胞膜の変形をともなって移動する。

　また，細胞膜には情報を細胞内部に伝達するための受容体，種々の①化学反応を触媒

する酵素，糖と結合した糖タンパク質，他の細胞と結合するためのタンパク質など，種々

のタンパク質が存在する。

問 1　上の文章中の①〜④の移動のしかたについて，あてはまる物質の例の組み合わせ

として正しいものはどれか。次のａ〜ｅのうちから最も適当なものを一つ選べ。  1

　　　　　 ① 　　　　　　　②　　　　　　　　③ 　　　　　　　　④

ａ　　　　 水 　　　　　グルコース　　 脂質になじむ物質　　　タンパク質

ｂ　　　 酸　素 　　　　　イオン　　　　　　　水　　　　　　神経伝達物質

ｃ　　　 イオン 　　　　　　水　　　　　　グルコース　　　　神経伝達物質

ｄ　　 二酸化炭素 　　　　　水　　　　　　タンパク質　　　　 グルコース

ｅ　脂質になじむ物質　　　イオン　　　　　グルコース　　　　 タンパク質
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問 2　細胞膜を介する物質の移動に関する記述として，正しいものはどれか。次のａ〜

ｅのうちから最も適当なものを一つ選べ。  2

ａ　ナトリウムポンプは，受動輸送機構の一つである。

ｂ　チャネルを通る物質は，担体やポンプとは結合しない。

ｃ　ナトリウムポンプは，ナトリウムイオンを細胞外に運び，カリウムイオンを

細胞内に運ぶ。

ｄ　チャネルタンパク質は，そのチャネルに対応した特定の物質だけを常に一定

量通す。

ｅ　細胞膜の変形による細胞内への物質の取り込みをエキソサイトーシス，物質

の放出をエンドサイトーシスという。

問 3　下線部①の酵素に関する記述として，正しいものはどれか。次のａ〜ｅのうちか

ら最も適当なものを一つ選べ。  3

ａ　どの酵素も，最も効率よくはたらく pH は中性の 7前後である。

ｂ　酵素の非競争的阻害においては，基質濃度を高くしても阻害効果は弱まらな

い。

ｃ　酵素による化学反応速度は，0〜100℃の範囲においては温度に比例して速く

なる。

ｄ　酵素は基質を変化させることにより一度活性を失うが，他の酵素により再び

活性化される。

ｅ　代謝の最終段階に関わる酵素のはたらきが，その代謝の初期の産生産物で抑

制されることをフィードバック調節という。
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第 2問　光合成に関する次の文章を読み，下の問い（問 1・問 2）に答えよ。

　葉緑体における光合成の反応は，光が直接関係する 　ア　  における反応と，光が直

接関係しない 　イ　  における反応に大別される。

　　ア　  では，光化学系Ⅰと光化学系Ⅱという反応系において，光化学反応を介して 

　ウ　  と水素イオン（H＋）が生成され，さらに電子伝達系を介した反応や光リン酸化過

程で最終的に　エ　  が産生される。

　　イ　  では，この 　エ　  が利用され，カルビン・ベンソン回路を介して有機物が合

成される。

問 1　上の文章中の空欄 　ア　  ， 　イ　  にあてはまる語の組み合わせとして，正しい

ものはどれか。次のａ〜ｅのうちから最も適当なものを一つ選べ。  4

　　　 ア　　　　　　　　イ

ａ　クリステ　　　　ストロマ

ｂ　クリステ　　　　マトリックス

ｃ　ストロマ　　　　チラコイド

ｄ　ストロマ　　　　マトリックス

ｅ　チラコイド　　　ストロマ

問 2　上の文章中の空欄 　ウ　  ， 　エ　  にあてはまる語の組み合わせとして，正しい

ものはどれか。次のａ〜ｅのうちから最も適当なものを一つ選べ。  5

　　　　ウ　　　　　　　　エ

ａ　水　　　　　　　ATP と NADH

ｂ　水　　　　　　　ATP と NADPH

ｃ　酸　素　　　　　ADP と NADH

ｄ　酸　素　　　　　ATP と NADPH

ｅ　二酸化炭素　　　ADP と NADP＋
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第 3問　遺伝情報の発現に関する次の文章を読み，下の問い（問 1〜 4）に答えよ。

　①遺伝子は発現して機能する。ただし，②時間や場所などの適切な条件下でのみ発現す

るように調節されている。発現する遺伝子に③突然変異があれば，疾患の原因となる可

能性もある。その反面，④生物進化も突然変異により引き起こされたと考えられている。

問 1　下線部①について，遺伝子発現に関する記述として，正しいものはどれか。次の

ａ〜ｅのうちから最も適当なものを一つ選べ。  6

ａ　プロモーターは，遺伝子の鋳型鎖の 3 側̓にある。

ｂ　RNA ポリメラーゼは，基本転写因子の 1つである。

ｃ　転写で合成された RNA と，DNA の非鋳型鎖の塩基配列は相補的である。

ｄ　真核生物において，転写は核の中，スプライシングは細胞質基質で行われる。

ｅ　真核生物の mRNA（伝令 RNA）は，スプライシングによりエキソン部分が

除かれている。

問 2　下線部②について，大腸菌のラクトースオペロンに関する記述として，正しいも

のはどれか。次のａ〜ｅのうちから最も適当なものを一つ選べ。  7

ａ　リプレッサーは，プロモーターに結合して転写を阻害する。

ｂ　オペレーターやプロモーターは，それぞれ特異的な塩基配列である。

ｃ　グルコースがあっても，ラクトースがあれば栄養分として利用する。

ｄ　ラクトースがある時，RNA ポリメラーゼはプロモーターに結合できない。

ｅ　ラクトースがない時，グルコースからラクトースを合成し栄養分とする。
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問 3　下線部③について，遺伝子の突然変異に関する記述として，正しいものはどれか。

次のａ〜ｅのうちから最も適当なものを一つ選べ。  8

ａ　同じ種のゲノム DNA は，一塩基多型を除けば同じ配列である。

ｂ　エキソンで置換が起きても，アミノ酸配列へ影響するとは限らない。

ｃ　かま状赤血球貧血症は，ヘモグロビン遺伝子で起きた欠失が原因である。

ｄ　イントロンで挿入や欠失が起きた場合，それ以降のアミノ酸配列が変わる。

ｅ　一塩基多型は，イントロンよりエキソンに多く存在し，個体差や人種差にか

かわる。

問 4　下線部④について，突然変異と生物進化に関する記述として，正しいものはどれ

か。次のａ〜ｅのうちから最も適当なものを一つ選べ。  9

ａ　異なる種で形質が異なる場合を，変異という。

ｂ　同じ遺伝子が 1つから 2つに増えることを，倍数化と呼ぶ。

ｃ　多細胞生物の体細胞で生じた突然変異は，進化の原因とならない。

ｄ　突然変異のほとんどは，遺伝子が発現する際に生じる誤りが原因である。

ｅ　染色体の数や構造に変化があっても，塩基配列に影響がない場合は突然変異

と呼ばない。
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第 4問　動物の発生に関する次の文章を読み，下の問い（問 1・問 2）に答えよ。

　カエルの発生では，第一卵割は灰色三日月環が 　ア　  ように起こる。第三卵割は，

動物極と植物極を結ぶ線に交わるように起こるが，その卵割面は 　イ　  に 偏
かたよ

る不等割

である。

問 1　上の文章中の空欄 　ア　  ， 　イ　  にあてはまる語句の組み合わせとして，正し

いものはどれか。次のａ〜ｅのうちから最も適当なものを一つ選べ。 10

　　　　　ア　　　　　　　　　 　イ

ａ　等分される　　　　　卵黄の少ない動物極側

ｂ　等分される　　　　　卵黄の多い動物極側

ｃ　植物極側になる　　　卵黄の少ない植物極側

ｄ　植物極側になる　　　卵黄の多い植物極側

ｅ　動物極側になる　　　卵黄の多い動物極側

問 2　体軸決定に関する記述として，正しいものはどれか。次のａ〜ｅのうちから最も

適当なものを一つ選べ。 11

ａ　カエルの受精卵の精子進入部位は，将来の後方となる。

ｂ　カエルの灰色三日月環がある部位は，将来の腹側となる。

ｃ　ショウジョウバエの卵では，平らな側が将来の腹側となる。

ｄ　カエルの未受精卵の動物極と植物極を結ぶ軸は，将来の左右軸とほぼ一致す

る。

ｅ　ショウジョウバエの胚
はい

では，ビコイドタンパク質が少ない側が将来の後方と

なる。
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第 5問　花の形態形成に関する次の文章を読み，下の問い（問 1〜 3）に答えよ。

　シロイヌナズナの花の器官の分化では，A， B， Cの 3 つのクラスの遺伝子が特に

重要で，それらの発現の組み合わせで器官の分化が決まる。このような制御のしくみは

ABC モデルと呼ばれる（図 1）。各遺伝子が機能する領域に分化する器官を表 1に示す。

①これらの遺伝子に突然変異が起こると，②花の器官分化に異常をきたすことがある。そ

の際，クラスAと Cの遺伝子は互いのはたらきを排除しあうため，どちらかの遺伝子に

突然変異が起こると，もう一方の遺伝子がすべての領域ではたらく。このような③複数

の調節遺伝子がはたらくことで形態が分化するしくみは動物にも共通して存在する。

問 1　下線部①について，シロイヌナズナのB遺伝子の欠損変異体では，領域 3に何が

分化するか。次のａ〜ｅのうちから最も適当なものを一つ選べ。 12

ａ　めしべ

ｂ　花　弁

ｃ　おしべ

ｄ　がく片

ｅ　何も分化しない

図 1　ABC モデル

表 1　機能する遺伝子と花の器官の分化

機能する遺伝子 分化する器官

Aのみ がく片

Aと B 花　弁

Bと C おしべ

Cのみ めしべ
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問 2　下線部②について，突然変異体のシロイヌナズナの花における遺伝子の異常と器

官分化の記述として，正しいものはどれか。次のａ〜ｅのうちから最も適当なものを

一つ選べ。 13

ａ　遺伝子Cだけがはたらかない突然変異体では，領域 3に「花　弁」が分化す

る。

ｂ　遺伝子Bだけがはたらかない突然変異体では，領域 4に「がく片」が分化す

る。

ｃ　遺伝子Bだけがはたらかない突然変異体では，領域 2に「花　弁」が分化す

る。

ｄ　遺伝子Aだけがはたらかない突然変異体では，領域 4に「おしべ」が分化す

る。

ｅ　遺伝子Aだけがはたらかない突然変異体では，領域 2に「花　弁」が分化す

る。

問 3　下線部③について，形態を決める調節遺伝子に異常が起こり，体のある部分だけ

が別の部分に置き換わるような突然変異を 　ア　  突然変異という。

　上の空欄 　ア　  にあてはまる語として正しいものはどれか。次のａ〜ｅのうちか

ら最も適当なものを一つ選べ。 14

ａ　サルコメア

ｂ　バージェス

ｃ　トロポニン

ｄ　ホメオティック

ｅ　オーガナイザー
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第 6問　ニューロンによる情報伝達に関する次の文章を読み，下の問い（問 1〜 4）に
答えよ。

　脳や脊
せき

髄
ずい

には，電気的な信号を発生し，それを情報として伝達したり，処理したりで

きる特殊な細胞である①ニューロンが，数多く存在している。ニューロンは，信号を受

け取っていないときには，細胞内は細胞外に対し，約－70〜－60 mV の電位になってい

るが，信号を受け取ると興奮し，②活動電位を発生する。活動電位は③神経繊維の細胞膜

に沿って，伝導される。活動電位が神経終末に到達すると，シナプスでは，神経伝達物

質が放出され，シナプス後細胞の受容体で受け取られる。特に，運動ニューロンと骨格

筋の筋細胞の間のシナプスは，④神経筋接合部と呼ばれる。

問 1　下線部①のニューロンに関する記述として，正しいものはどれか。次のａ〜ｅの

うちから最も適当なものを一つ選べ。 15

ａ　細胞体には，核は存在していない。

ｂ　ほとんどの感覚ニューロンは，遠心性ニューロンである。

ｃ　すべての反射経路には，介在ニューロンが関与している。

ｄ　樹状突起は，主として情報を他の細胞に伝える役目をもつ。

ｅ　グリア細胞は，ニューロンの支持や栄養分の補給をおこなう。

問 2　下線部②の活動電位に関する記述として，正しいものはどれか。次のａ〜ｅのう

ちから最も適当なものを一つ選べ。 16

ａ　膜電位は，最大で 30V まで上昇する。

ｂ　細胞の膜電位が上昇すると，電位依存性カリウムチャネルが閉じる。

ｃ　刺激が閾値に達すると，電位依存性ナトリウムチャネルが次々に開く。

ｄ　ナトリウムイオンは，カリウムイオンに比べ，細胞内に多く存在している。

ｅ　活動電位発生時，10／1000 秒（10 ミリ秒）程度，細胞内がプラスに維持され

る。
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問 3　下線部③の神経繊維に関する記述として，正しいものはどれか。次のａ〜ｅのう

ちから最も適当なものを一つ選べ。 17

ａ　骨格筋は，無髄神経繊維に支配されている。

ｂ　無髄神経繊維は，有髄神経繊維に比べて伝導速度は速い。

ｃ　神経繊維は太いほど内部の電気抵抗が高く，伝導速度は遅い。

ｄ　無髄神経繊維には，ランビエ絞輪が 1〜 2㎜ 間隔で存在している。

ｅ　神経鞘は，シュワン細胞が神経繊維に巻き付くことで形成されている。

問 4　下線部④の神経筋接合部における神経伝達物質は何か。次のａ〜ｅのうちから最

も適当なものを一つ選べ。 18

ａ　セロトニン

ｂ　グルタミン酸

ｃ　アセチルコリン

ｄ　ノルアドレナリン

ｅ　γ-アミノ酪酸（GABA）
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第 7問　次の図 2は，植物群集の構造と物質生産とのかかわりを知るために，ある区域を
調査して作成された生産構造図である。これに関して，下の問い（問 1〜 5）に答えよ。

問 1　生産構造図を作成するために用いる方法として最も適当なものを，次のａ〜ｅの

うちから一つ選べ。 19

ａ　区画法

ｂ　植生調査

ｃ　生態調査

ｄ　層別刈取法

ｅ　標識再捕法

問 2　図 2の縦軸（ア）が表すものとして，正しいものはどれか。次のａ〜ｅのうちか

ら最も適当なものを一つ選べ。 20

ａ　葉の面積

ｂ　植物の高さ

ｃ　植物の呼吸量

ｄ　植物の生重量

ｅ　植物の成長速度

図 2　生産構造図
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問 3　図 2の曲線（イ）が表すものとして，正しいものはどれか。次のａ〜ｅのうちか

ら最も適当なものを一つ選べ。 21

ａ　伸長率

ｂ　相対照度

ｃ　エネルギー効率

ｄ　純生産量（相対値）

ｅ　みかけの光合成速度（相対値）

問 4　調査区域の植物群集を構成する植物に関する記述として，誤っているものはどれ

か。次のａ〜ｅのうちから一つ選べ。 22

ａ　光が植物群集の下部まで届く。

ｂ　草原における優占種になりやすい。

ｃ　葉が上層部に偏って水平方向に広がっている。

ｄ　タブノキやアラカシが密生した森林では生育できない。

ｅ　非同化器官の割合が低いので，物質生産には有利である。

問 5　図 2と同様の生産構造図となる植物群集を構成する植物はどれか。次のａ〜ｅの

うちから最も適当なものを一つ選べ。 23

ａ　ダイズ

ｂ　アカザ

ｃ　オナモミ

ｄ　チカラシバ

ｅ　オオシラビソ


