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生　　　　物

第 1問　発酵による生体エネルギー産生に関する次の文章を読み，下の問い（問 1〜 3）
に答えよ。

　微生物には，発酵により有機物を分解し，生体エネルギー（ATP）を合成しているも

のがある。発酵では， 1 分子のグルコースから 　ア　  分子の ATP を用いて， 

　イ　  分子の ATP と 2 分子の 　ウ　  が産生される。この過程で，還元型の電子運搬

体を生じる。それにより，乳酸発酵の場合には 　ウ　  から乳酸が産生され，アルコー

ル発酵では 　ウ　  が①酵素のはたらきで 　エ　  に変換された後，エタノールが産生さ

れる。

問 1　上の文章中の空欄 　ア　  ， 　イ　  にあてはまる数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

　　ア　　イ

ａ　 1　　 2

ｂ　 1　　 3

ｃ　 2　　 3

ｄ　 2　　 4

ｅ　 3　　 4

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。  2

　　　　 ウ　　　　　　　　 エ

ａ　 ピルビン酸　　　　 メタノール

ｂ　 ピルビン酸　　　 アセチル CoA

ｃ　 ピルビン酸　　　アセトアルデヒド

ｄ　アセチル CoA　　　　 クエン酸

ｅ　アセチル CoA　　　 オキサロ酢酸
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問 3　下線部①にあてはまる酵素は何か。次のａ〜ｅのうちから最も適当なものを一つ

選べ。  3

ａ　脱水素酵素

ｂ　脱炭酸酵素

ｃ　リン酸化酵素

ｄ　硝酸還元酵素

ｅ　亜硝酸還元酵素
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第 2問　生体を構成する物質に関する次の文章を読み，下の問い（問 1・問 2）に答え
よ。

　生物のからだは細胞から成り立ち，細胞は水や無機塩類のほか，タンパク質，脂質，

炭水化物，核酸などの有機物で構成されている。

　このうち，炭水化物は糖質ともよばれ，基本となる①単糖，それが 2つ結合した二糖，

多数結合した多糖などがある。

　生体を構成する元素を考えると，生重量比で最も大きい元素は 　ア　  である。また，

脂質と炭水化物は基本的には共通の元素で構成され，それらはアミノ酸にも含まれてい

る。なお，アミノ酸には脂質と炭水化物には必ずしも含まれてはいない 　イ　  が必ず

含まれている。

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　炭素（C）　　窒素（N）

ｂ　炭素（C）　　リン（P）

ｃ　水素（H）　　リン（P）

ｄ　酸素（O）　　リン（P）

ｅ　酸素（O）　　窒素（N）

問 2　下線部①の単糖，二糖，多糖にあてはまる物質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

　　　 単　糖　　　　　 二　糖　　　　　 多　糖

ａ　 グルコース　　　 スクロース　　　 セルロース

ｂ　 グルコース　　　フルクトース　　 グリコーゲン

ｃ　 ラクトース　　　フルクトース　　　システイン

ｄ　フルクトース　　 グリコーゲン　　　メチオニン

ｅ　グリコーゲン　　　ラクトース　　　 セルロース
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第 3問　遺伝情報と進化に関する次の文章を読み，下の問い（問 1〜 3）に答えよ。

　基本的に，①DNAは正確に複製されるが，まれに誤ると突然変異となる。もし変異し

た塩基配列によって②合成されるタンパク質が変化すれば，形質へ何らかの影響を及ぼ

し，選択圧を受ける。一方，タンパク質を変化させない突然変異は有利でも不利でもな

く，遺伝的浮動によって集団へ広がる可能性をもつ。

問 1　下線部①について，DNA の構造と複製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　DNA 合成酵素は DNA ヘリカーゼとよばれる。

ｂ　一本鎖 DNA の両末端は，それぞれＮ末端とＣ末端とよばれる。

ｃ　相補的な塩基がペプチド結合をして，二重らせん構造を形成する。

ｄ　DNA 複製において，ラギング鎖では岡崎フラグメントが合成される。

ｅ　真核生物の DNA はヒストンとよばれるアミノ酸に巻きつき，クロマチン構

造を形成する。

問 2　下線部②について，タンパク質合成のしくみ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　コドンとアンチコドンは，相補的である。

ｂ　mRNA（伝令 RNA）は，アンチコドンの情報をもつ。

ｃ　tRNA（転移 RNA）は，ミトコンドリアで合成される。

ｄ　開始コドンと終止コドンは，アミノ酸を指定しない。

ｅ　rRNA（リボソーム RNA）は，リボソームで合成される。
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問 3　生物の進化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。  8

①　発生起源は異なるが，よく似た形態の器官を相同器官という。

②　常にハーディ・ワインベルグの法則が成立すれば，生物は進化しない。

③　分子系統樹から，超好熱菌は大腸菌よりもヒトと近縁であると考えられる。

④　種分化の原因は，自然選択によって環境に適した遺伝子配列が残ることであ

る。

⑤　中立進化とは，中立な突然変異が自然選択によって集団中に固定されること

である。

ａ　①と③　　ｂ　①と⑤　　ｃ　②と③　　ｄ　②と⑤　　ｅ　③と④
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第 4問　バイオテクノロジーに関する次の文章を読み，下の問い（問 1・問 2）に答え
よ。

　分子生物学的な知見を利用する技術として，バイオテクノロジーが生まれた。①遺伝

情報を DNA 分子として解析するだけでなく，②ヒトを含めた生物個体の遺伝情報を操

作できるため，その発展に伴い倫理的な配慮や国際的な規則の制定が重要である。

問 1　下線部①について，遺伝子のクローニングなどの技術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　DNA リガーゼは，相補的な塩基を水素結合させる。

ｂ　制限酵素は，特定の塩基配列を認識し結合させる。

ｃ　長い DNA ほど電荷が大きく，電気泳動では移動距離が長くなる。

ｄ　DNA や RNA は負に帯電しており，電気泳動ではマイナス電極側へ引き寄せ

られる。

ｅ　PCR 法（ポリメラーゼ連鎖反応法）で，増幅する DNA の領域を決めるのは

プライマーである。

問 2　下線部②について，バイオテクノロジーの技術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　特定の遺伝子配列を決定することを，ゲノムプロジェクトと呼ぶ。

ｂ　体内で組換え遺伝子が発現し，形質が変化することを形質転換と呼ぶ。

ｃ　個人のゲノム情報をもとに医療を行うことは，日本では禁止されている。

ｄ　トランスジェニック技術とは，ベクターを用いて大腸菌へ遺伝子を導入する

ことである。

ｅ　サンガー法で DNA の塩基配列を読む場合，DNA ポリメラーゼによる複製の

機構を利用する。



―  7  ―

第 5問　ウニの発生に関する次の文章を読み，下の問い（問 1〜 3）に答えよ。

　ウニでは，①複数の精子が卵に進入するのを防ぐしくみにより，最初に到達した精子

だけが受精に関与する。受精卵の卵割は， 3回目までは等割であるが，② 4 回目の卵割

では不等割である。卵割が進み桑
そう

実
じつ

胚
はい

から胞胚となると内部に胞胚腔
こう

が生じ，さらに繊

毛が生じて動き出すとふ化する。その後， 　ア　  付近の細胞層が胞胚腔に向かって折

れ曲がって落ち込み（陥
かん

入
にゅう

），袋状の原腸ができる。原腸の入口を原口という。さらに

発生が進み原腸の先端が 　イ　  に開口し，原口は 　ウ　  となる。

問 1　下線部①の受精の過程について，正しい順に並んでいるものはどれか。次のａ〜

ｅのうちから最も適当なものを一つ選べ。 11

ａ　先体反応　　→表層反応　　→受精膜形成

ｂ　先体反応　　→受精膜形成　→表層反応

ｃ　表層反応　　→先体反応　　→受精膜形成

ｄ　表層反応　　→受精膜形成　→先体反応

ｅ　受精膜形成　→表層反応　　→先体反応

問 2　下線部②について， 4回目の卵割後の細胞数はいくつか。次のａ〜ｅのうちから

最も適当なものを一つ選べ。 12

ａ　 4

ｂ　 8

ｃ　16

ｄ　32

ｅ　64
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問 3　上の文章中の空欄 　ア　  〜 　ウ　  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。 13

　　　ア　　　　　イ　　　　　ウ

ａ　動物極　　　外胚葉　　　肛
こう

　門
もん

ｂ　動物極　　　外胚葉　　　　口

ｃ　動物極　　　内胚葉　　　　口

ｄ　植物極　　　外胚葉　　　肛　門

ｅ　植物極　　　外胚葉　　　　口
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第 6問　刺激の受容と情報処理に関する次の文章を読み，下の問い（問 1〜 4）に答え
よ。

　ヒトはまず，外界からのさまざまな刺激を①受容器で受け取り，それを電気信号に変

換する。それらの情報は，求心性神経を介して中枢に送られる。中枢では情報処理が行

われ，運動神経などを介し，必要に応じて反応が現れる。たとえば，反射の一つである

②膝
しつ

蓋
がい

腱
けん

反射では，膝
ひざ

の腱をたたくと，すばやい反応が起こり，あしがはねあがる。 

③脳では，受容器で収集した膨大な情報をもとに，ニューロン間のネットワークにより，

情報が処理・統合され，その後の行動が決定される。特に，大脳皮質では④さまざまな

機能が特定の領域で処理されていることが明らかになっており，それらが統合され，複

雑な行動パターンが発現する。

問 1　下線部①の受容器に関して，適刺激と受容部位の組み合わせとして，誤っている

ものはどれか。次のａ〜ｅのうちから一つ選べ。 14

ａ　体の回転 ― 半規管

ｂ　体の傾き ― うずまき管

ｃ　化学物質 ― 味　蕾（味覚芽）

ｄ　化学物質 ― 嗅上皮

ｅ　可視光線 ― 網　膜

問 2　下線部②の膝蓋腱反射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　中枢は延髄である。

ｂ　腿
もも

の伸筋が弛
し

緩
かん

する。

ｃ　受容器は，腿の伸筋の筋紡錘である。

ｄ　感覚神経は脊
せき

髄
ずい

の腹根を通っている。

ｅ　感覚神経と運動神経の間に， 2つの介在ニューロンが存在している。
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問 3　下線部③の脳に関して，脳の部位とはたらきの組み合わせとして，誤っているも

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。 16

ａ　延　髄　 ― 呼吸運動や血液循環の調節

ｂ　中　脳　 ― 血糖濃度や体温の調節

ｃ　小　脳　 ― 筋肉運動の調節

ｄ　視　床　 ― 脊髄から大脳へ入る感覚神経の中継

ｅ　視床下部 ― 摂食や睡眠の調節

問 4　下線部④に関して，大脳新皮質のうち最も後方の部位（後頭葉）のはたらきとし

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　視覚情報の処理

ｂ　随意運動の制御

ｃ　欲求や感情に基づく行動

ｄ　意思や計画などの精神活動

ｅ　聴覚情報処理や言語の理解
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第 7問　生物の個体群と生物群集とのかかわりを調べるために，次の実験 1〜 4を行い，
それぞれ①〜④の結果が得られた。これらの結果に関して，下の問い（問 1〜 5）に答

えよ。

実験 1：ゾウリムシをビーカーの中で単独飼育し，個体数の変化を観察した。

実験 2： ゾウリムシとヒメゾウリムシをビーカーの中で混合飼育し，個体数の変化を観

察した。

実験 3： ゾウリムシとミドリゾウリムシをビーカーの中で混合飼育し，個体数の変化を

観察した。

実験 4： ショウジョウバエをビンの中で飼育し，個体数と雌の個体あたりの産卵数を観

察した。

結果①　実験 1では，個体数は図 1（①）のように変化した。

結果②　実験 2では，個体数はそれぞれ図 1（②）のように変化した。

結果③　実験 3では，個体数はそれぞれ図 1（③）のように変化した。

結果④　実験 4では，個体数の増加にともない雌の個体あたりの産卵数が減少した。

① ②

③

(ア)

図 1　飼育中の個体数の変化
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問 1　結果①について，図 1（①）のグラフを何というか。次のａ〜ｅのうちから最も適

当なものを一つ選べ。 18

ａ　成長曲線

ｂ　生存曲線

ｃ　原基分布図

ｄ　予定運命図

ｅ　資源利用曲線

問 2　結果①について，図 1（①）においてグラフの上限（ア）を何というか。次のａ〜

ｅのうちから最も適当なものを一つ選べ。 19

ａ　総生産量

ｂ　環境収容力

ｃ　最大成長量

ｄ　最大個体密度

ｅ　最大成長速度

問 3　結果②について，個体数がそれぞれ図 1（②）のように変化した現象を何というか。

次のａ〜ｅのうちから最も適当なものを一つ選べ。 20

ａ　片利共生

ｂ　利他行動

ｃ　競争的阻害

ｄ　競争的排除

ｅ　被食者－捕食者相互関係
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問 4　結果③について，個体数がそれぞれ図 1（③）のように変化した理由として，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　群れの大きさが異なっていた。

ｂ　ニッチの重なりが小さかった。

ｃ　習得的行動による棲
す

み分けが生じた。

ｄ　間接効果によって種間競争が消失した。

ｅ　縄張りの形成により種間競争が回避された。

問 5　結果④について，雌の個体あたりの産卵数が変化した現象を何というか。次のａ

〜ｅのうちから最も適当なものを一つ選べ。 22

ａ　相変異

ｂ　共同繁殖

ｃ　適応進化

ｄ　近交弱勢

ｅ　密度効果




