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生 物 基 礎

第 1問　生命活動とエネルギーに関する次の文章を読み，下の問い（問 1～ 5）に答え
よ。

　生体内では物質の合成や分解など，代謝と呼ばれる化学反応が行われている。代謝に

は①エネルギーを有機物から取り出す作用とエネルギーを有機物に蓄
たくわ

える作用がある。

②ミトコンドリアではエネルギーが産生されるが，有機物から取り出したエネルギーは，

いったん③ATP の合成に利用される。④葉緑体では光エネルギーを用いて有機物を合成

する。これらの反応には⑤酵素が使われる。

問 1　下線部①について，正しい組み合わせはどれか。次のａ～ｅのうちから最も適当

なものを一つ選べ。  1

ａ　同　化 ― エネルギーの吸収を伴う。

ｂ　同　化 ― 複雑な物質からより単純な物質を合成する。

ｃ　呼　吸 ― 単純な物質からより複雑な物質を合成する。

ｄ　異　化 ― 有機物にエネルギーを蓄える。

ｅ　異　化 ― 無機物から有機物を作り出す。

問 2　下線部②について，ミトコンドリアで行われる反応を正しく表しているものはど

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　酸素＋水　　　　　　　　　 →　有機物＋二酸化炭素＋エネルギー

ｂ　有機物＋酸素　　　　　　　 →　二酸化炭素＋水＋エネルギー

ｃ　二酸化炭素＋水　　　　　　 →　有機物＋酸素＋エネルギー

ｄ　有機物＋二酸化炭素　　　　 →　酸素＋水＋エネルギー

ｅ　有機物＋酸素＋二酸化炭素　→　水＋エネルギー
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問 3　下線部③の ATP 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。  3

ａ　アデノシン二リン酸のことである。

ｂ　原核生物と真核生物が共通にもつ物質である。

ｃ　リン酸結合が切れることでエネルギーが放出される。

ｄ　合成のときには，異化で取り出されたエネルギーを使う。

ｅ　ホタルの発光には，この物質に蓄えられているエネルギーが利用される。

問 4　下線部④について，葉緑体で行われる反応を正しく表しているものはどれか。次

のａ～ｅのうちから最も適当なものを一つ選べ。  4

ａ　酸素＋光エネルギー　　　　　　　　　　→　有機物＋二酸化炭素＋水

ｂ　酸素＋水＋光エネルギー　　　　　　　 →　有機物＋二酸化炭素

ｃ　二酸化炭素＋光エネルギー　　　　　　　→　有機物＋酸素＋水

ｄ　二酸化炭素＋水＋光エネルギー　　　　 →　有機物＋酸素

ｅ　二酸化炭素＋酸素＋水＋光エネルギー　→　有機物＋水

問 5　下線部⑤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。  5

ａ　核内には存在しない。

ｂ　細胞外ではたらくことはできない。

ｃ　それ自身は変化せず化学反応を促進する。

ｄ　カタラーゼはでんぷんを分解する酵素である。

ｅ　酸化マンガン（Ⅳ）は過酸化水素を分解する酵素である。
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第 2問　遺伝子とそのはたらきに関する次の文章を読み，下の問い（問 1～ 4）に答え
よ。

　生物は，①ゲノムの遺伝情報を次世代へ伝え，発現することによって個々の形質が決

まる。②遺伝子の実体は DNA であり，DNA は③細胞分裂で正確に④複製され，分配さ

れる必要がある。

問 1　下線部①のゲノム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　ヒトゲノムは，約 200 ,000 個の遺伝子を含んでいる。

ｂ　ヒトの体細胞は，約 30 億塩基対の DNA をもっている。

ｃ　遺伝子がヒトゲノムに占める割合は，40％程度である。

ｄ　ゲノムとは，精子や卵などの配偶子がもつ DNA に相当する。

ｅ　ゲノムに占める遺伝子の割合は，大腸菌よりもヒトの方が高い。

問 2　下線部②について，遺伝子とその実体である DNA 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　すべての生物は，DNA をもっている。

ｂ　大腸菌において，DNA は核に存在する。

ｃ　ヒトの DNA は，染色体で構成されている。

ｄ　イネの細胞において，DNA は細胞質基質に存在する。

ｅ　生物のもつ DNA のすべての領域は，遺伝子としてはたらく。

問 3　下線部③について，体細胞分裂と細胞周期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　Ｍ期の後期に，細胞質分裂が起こる。

ｂ　G2 期の DNA 量は，G1 期の半分である。

ｃ　Ｓ期の前期に，DNA 量は 2倍に増える。

ｄ　Ｍ期の中期に，染色体は赤道面に並ぶ。

ｅ　G1 期の後期に，染色体が分離し，移動する。
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問 4　下線部④について，DNA の複製に関する記述として，正しいものは次の①～⑤

のうちどれとどれか。下のａ～ｅのうちから最も適当な組み合わせを一つ選べ。  9

①　DNA の複製は，Ｍ期から G1 期にかけて行われる。

②　DNA の複製により，ゲノムあたりの DNA 量が変化する。

③　複製される DNA の領域が異なることで，さまざまな細胞が生じる。

④　受精卵とそれから分化した体細胞は，基本的に同じ塩基配列の DNA をもつ。

⑤　複製により，二重らせん構造の DNA 1 本から二重らせん構造の DNA 2 本を生

じる。

ａ　①と③　　ｂ　①と⑤　　ｃ　②と③　　ｄ　②と④　　ｅ　④と⑤
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第 3問　自律神経系とホルモンに関する次の文章を読み，下の問い（問 1～ 3）に答え
よ。

　体内環境を保つ仕組みには，自律神経系やホルモンを介する調節がある。①自律神経

系は交感神経と副交感神経に分かれ，多くの臓器には両者が分布し，それぞれが拮
きっ

抗
こう

的

に作用し，両者の活動のバランスにより臓器の活動状態が決定される。

　一方，②内
ない

分
ぶん

泌
ぴ

腺
せん

からは，ホルモンが血液中に放出され，血液を介して標的細胞の受

容体に結合することで，その③細胞の機能が調節されている。

　それぞれの調節には異なった特徴があり，ともに協調してはたらくことで，そのとき

の状況に応じた身体活動が起こる。

問 1　下線部①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。 10

ａ　汗腺には，副交感神経だけが分布している。

ｂ　副交感神経は，副
ふく

腎
じん

からのホルモン分泌を促進する。

ｃ　脊
せき

髄
ずい

からは，交感神経と副交感神経の両方が出ている。

ｄ　一般的に，リラックスしているときには交感神経の活動が高まる。

ｅ　交感神経はグルカゴンの分泌を促進し，副交感神経はインスリンの分泌を抑

制する。

問 2　下線部②の内分泌腺とそこから放出されるホルモン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。 11

ａ　甲状腺　　　 ― 成長ホルモン

ｂ　副甲状腺　　 ― 糖質コルチコイド

ｃ　副腎髄質　　 ― 鉱質コルチコイド

ｄ　脳下垂体前葉 ― チロキシン

ｅ　脳下垂体後葉 ― バソプレシン
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問 3　下線部③のホルモンとその作用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。 12

ａ　グルカゴン　　　 ― タンパク質の合成促進

ｂ　チロキシン　　　 ― 代謝の促進

ｃ　成長ホルモン　　 ― 腎臓での水の再吸収促進

ｄ　バソプレシン　　 ― 腎臓でのナトリウムイオンの再吸収促進

ｅ　鉱質コルチコイド ― タンパク質の糖への変換促進
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第 4問　体温の調節に関する次の文章を読み，下の問い（問 1・問 2）に答えよ。

　ヒトの体温は外界の温度が変化しても，ほぼ一定に保たれている。外界温が低下して

体温が下がってくると，放熱を抑制する反応や熱を産生する反応が起こり，逆に，外界

温が上昇して体温が上がってくると，放熱を促す反応が起こる。これらの体温調節を統

合している中枢は 　ア　  にある。

問 1　上の文章中の空欄 　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。 13

ａ　間　脳

ｂ　延　髄

ｃ　脊　髄

ｄ　小　脳

ｅ　大　脳

問 2　外界温が低下したときの身体反応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。 14

ａ　「ふるえ」と「代謝の抑制」

ｂ　「ふるえ」と「皮膚の血管の拡張」

ｃ　「代謝の促進」と「皮膚の血管の収縮」

ｄ　「代謝の抑制」と「アドレナリンの分泌促進」

ｅ　「皮膚の血管の拡張」と「チロキシンの分泌促進」
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第 5 問　生物の体内環境が一定に保たれるしくみに関する次の文章を読み，下の問い 
（問 1～ 4）に答えよ。

　ヒトの体液は，血管を流れる①血しょう，リンパ管を流れるリンパ液，そして組織の

細胞を取り囲む組織液の 3種類に分けられる。ヒトには，②心臓を中心とした循環系が

あり，全身に広がる血管内の③血液が組織液を介して細胞に栄養分や酸素を送り，細胞

で生じた老廃物や④二酸化炭素の回収を行っている。これらのはたらきやしくみによっ

て，体内環境である体液の状態を一定に保ち，安定した生命活動が維持されている。

問 1　下線部①のヒトの血しょう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　水が約 70％を占める。

ｂ　血液の約 40％を占める。

ｃ　微量のホルモンを含んでいる。

ｄ　ナトリウムイオンなどの無機塩類は 10％程度を占める。

ｅ　アルブミンなどのタンパク質は含まれない。

問 2　下線部②のヒトの心臓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　肝臓より大きい。

ｂ　 2心房 1心室である。

ｃ　洞房結節は，左心房にある。

ｄ　肺静脈からの血液は，左心房に流れ込む。

ｅ　右心室から大動脈へ血液が送り出される。
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問 3　下線部③の血液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　血小板には，核がある。

ｂ　血小板は，免疫反応を担
にな

う。

ｃ　白血球は，血液 1㎜3 中に約 50 万個が存在する。

ｄ　血液は，酸素を多く含むほうが暗赤色に見える。

ｅ　赤血球中のヘモグロビンは，鉄を含んだタンパク質である。

問 4　下線部④の二酸化炭素の回収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。 18

ａ　肺静脈内の血液のほうが，肺動脈内の血液より二酸化炭素濃度が高い。

ｂ　活動が盛んな組織ほど，二酸化炭素の発生は抑えられる。

ｃ　水と二酸化炭素から，水素イオンと酸素イオンがつくられる。

ｄ　二酸化炭素の多くは，炭酸水素イオン（HCO3－）の形で運搬されている。

ｅ　血液の二酸化炭素濃度が低いと，酸素はヘモグロビンと結合しにくくなる。
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第 6問　バイオームに関する次の文章を読み，下の問い（問 1～ 4）に答えよ。

　地球上に生息する生物は，陸上や地中，水中などの環境に適応して，さまざまな 

①バイオームを形成している。陸上では，植物が光合成によって有機物をつくり，動物

はこの有機物を利用して生活している。それゆえ，②陸上のバイオームはそこに生息す

る植物に依存して成り立っており，③特徴的な植物からなるバイオームを形成している。

④日本のバイオームは，日本列島が南北に広がるため特有の分布をしている。

問 1　下線部①のバイオーム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。 19

ａ　植生全体の外観をいう。

ｂ　ある地域に生育する植物の集まりをいう。

ｃ　ある地域における生産者や消費者となる生物間のつながりをいう。

ｄ　環境の異なる地域でみられる構成種の異なる生物のまとまりをいう。

ｅ　ある地域に生息する生物の集団と環境とを一体としてとらえたものをいう。

問 2　下線部②の陸上のバイオーム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。 20

ａ　同じような気候でも，地域によって異なる相観となる。

ｂ　バイオームは，地域の年平均気温と年降水量によって決まる。

ｃ　すべてのバイオームでは，遷移が進むにつれて陰樹が多くなる。

ｄ　年降水量が豊富であれば，年平均気温が－ 5℃以下の地域でも森林が発達す

る。

ｅ　熱帯多雨林，雨緑樹林，サバンナ，砂漠のいずれが成立するかは，年平均気

温のみによる。
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問 3　下線部③について，バイオームと特徴的な植物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。 21

ａ　雨緑樹林 ― ブナ

ｂ　サバンナ ― アカシア

ｃ　針葉樹林 ― タブノキ

ｄ　夏緑樹林 ― オリーブ

ｅ　硬葉樹林 ― オオシラビソ

問 4　下線部④の日本のバイオーム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。 22

ａ　緯度の違いに応じたバイオームの分布を垂直分布という。

ｂ　暖かさの指数は，亜熱帯雨林よりも針葉樹林のほうが大きい。

ｃ　バイオームの分布を決めるおもな要因は，日照時間である。

ｄ　標高が高くなり森林限界に達すると，バイオームは成立しない。

ｅ　本州中部の低地のバイオームでは，アラカシなどの照葉樹林が分布している。


