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生　　　　物

第 1問　細胞の構造とはたらきに関する下の問い（問 1・問 2）に答えよ。

問 1　真核細胞と原核細胞では，細胞の大きさや細胞内部の構造が異なるが，共通点も

もつ。次の構造体のうち，原核細胞にも見られるものはどれか。次のａ～ｅのうちか

ら最も適当なものを一つ選べ。  1

ａ　小胞体

ｂ　中心体

ｃ　ゴルジ体

ｄ　リソソーム

ｅ　リボソーム

問 2　細胞内部に含まれる構造体とそのはたらき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　リボソームは，タンパク質とmRNA（伝令RNA）からなる。

ｂ　リソソームは，タンパク質を分解するための酵素を含む。

ｃ　小胞体は，細胞膜とつながった袋状の細胞小器官である。

ｄ　ミトコンドリアのマトリックスでは，解糖系が行われる。

ｅ　ゴルジ体は，ホルモンや酵素を分
ぶんぴ

泌する細胞では発達しない。
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第 2問　窒素同化に関する次の文章を読み，下の問い（問 1〜 3）に答えよ。

　植物は，根から吸収した無機窒素化合物から窒素同化を行う。植物体内では 　ア　  の

はたらきによって， 　イ　  とグルタミン酸からグルタミンができる。この反応には

ATPのエネルギーを 　ウ　  。グルタミンのアミノ基の一つは 　エ　  のはたらきで 

α-ケトグルタル酸に渡された後， 　オ　  のはたらきによって別の有機酸に渡され，さ

まざまなアミノ酸がつくられる。このアミノ酸は①有機窒素化合物の合成に利用される。

問 1　上の文章中の空欄 　ア　  ， 　エ　  ， 　オ　  にあてはまる酵素の組合せとして， 

正しいのはどれか。次のａ～ｅのうちから最も適当なものを一つ選べ。  3

　　　　　　ア　　　　　　　　　　　エ　　　　　　　　　　　オ

ａ 　アミノ基転移酵素　　　　グルタミン合成酵素　　　グルタミン酸合成酵素

ｂ 　グルタミン合成酵素　　　アミノ基転移酵素　　　　グルタミン酸合成酵素

ｃ 　グルタミン合成酵素　　　グルタミン酸合成酵素　　アミノ基転移酵素

ｄ 　グルタミン酸合成酵素　　アミノ基転移酵素　　　　グルタミン合成酵素

ｅ 　グルタミン酸合成酵素　　グルタミン合成酵素　　　アミノ基転移酵素

問 2　上の文章中の空欄 　イ　  ， 　ウ　  にあてはまる語句の組合せとして，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

　　　　　　　イ　　　　　　　　　　　ウ

ａ　硝酸イオン（NO3-）　　　　　　必要としない

ｂ　亜硝酸イオン（NO2-）　　　　　必要とする

ｃ　亜硝酸イオン（NO2-）　　　　　必要としない

ｄ　アンモニウムイオン（NH4+）　　必要とする

ｅ　アンモニウムイオン（NH4+）　　必要としない
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問 3　下線部①について，有機窒素化合物ではないものはどれか。次のａ～ｅのうちか

ら最も適当なものを一つ選べ。  5

ａ　ルビスコ

ｂ　ピルビン酸

ｃ　クロロフィル

ｄ　RNA（リボ核酸）

ｅ　アスパラギン酸
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第 3問　次の文章を読み，下の問い（問 1・問 2）に答えよ。

　正常なヘモグロビン（Hb）のペプチド鎖に突然変異が生じ，アミノ酸配列の中で 1個

のアミノ酸の置換が生じて異常なHbが形成されることがある。次の図 1は，正常なHb

の DNAの塩基配列の一部（アミノ酸 4 個を指定する塩基配列）と異常なHbの同じ部

分のDNAの塩基配列を示している。また，表 1は遺伝暗号表である。

図 1　鋳
い

型
がた

となった DNA の塩基配列

表 1　遺伝暗号表



―  5  ―

問 1　この変異において生じたアミノ酸の置換として，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。  6

　　　正常なHb　　　　　　異常なHb

ａ　グルタミン酸　　→　　バリン

ｂ　アラニン　　　　→　　バリン

ｃ　グルタミン酸　　→　　ヒスチジン

ｄ　グリシン　　　　→　　グルタミン酸

ｅ　バリン　　　　　→　　グルタミン酸

問 2　DNAの塩基配列の 1 塩基の置換により生じることが明らかになっている現象と

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　エイズでの免疫不全

ｂ　免疫グロブリンの多様性

ｃ　発生過程で起こるアポトーシス

ｄ　フェニルケトン尿症での代謝異常　

ｅ　体細胞の初期化による iPS 細胞（人工多能性幹細胞）への変化
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第 4問　次の文章を読み，下の問い（問 1〜 3）に答えよ。

　生体組織からDNAを抽出し，ポリメラーゼ連鎖反応法（PCR法）を用いてDNAを

増幅した。次いで，増幅したDNAを電気泳動したところ，ある位置にDNAバンドが

検出された。次の図 2は，PCR法における反応溶液の温度変化を示している。

問 1　PCR法で使用する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。  8

ａ　 2本鎖DNAに結合する。

ｂ　DNA断片同士を連結する。

ｃ　ヌクレオチド鎖を伸長する。

ｄ　DNAの二重らせん構造をほどく。

ｅ　鋳型DNAの特定の塩基配列を切断する。

図 2　PCR法における反応溶液の温度変化
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問 2　図 2において，反応①～③で起こっている反応を次のア～オから選ぶとき，その

組み合わせとして，正しいものはどれか。下のａ～ｅのうちから最も適当なものを一

つ選べ。  9

ア　鋳型DNAの相補的な塩基同士の弱い結合（水素結合）が切れる。

イ　鋳型DNAにプライマー（短いヌクレオチド鎖）が結合する。

ウ　鋳型DNAの塩基配列と相補的な塩基配列をもつDNAの合成が起こる。

エ　特定の位置で鋳型DNAの結合が切れる。

オ　鋳型DNAと相補的なヌクレオチド鎖同士が連結する。

　反応① →  反応②  →  反応③

ａ　ア　  →　 イ 　→　 ウ

ｂ　ア　  →　 ウ 　→　 オ

ｃ　イ　  →　 ウ 　→　 ア

ｄ　エ　  →　 イ 　→　 ア

ｅ　エ　  →　 オ 　→　 ウ

問 3　増幅したDNAの電気泳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。 10

ａ　DNAの塩基配列によって移動する方向が異なる。

ｂ　増幅したDNAの一部をDNAマーカーとして用いる。

ｃ　検出されるDNAの移動距離は，DNAの塩基対の数によって決まる。

ｄ　増幅したDNAの移動時間は，DNA断片の塩基配列によって決まる。

ｅ　既知の長さのDNAと同じ位置に検出されるDNAは，塩基配列が同じもの

のみである。
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第 5問　生殖と発生に関する下の問い（問 1〜 3）に答えよ。

問 1　減数分裂の仕組みから，同じ親から生まれた兄弟や姉妹が全く同じ遺伝情報をも

つことはほぼありえない（一卵性双生児を除く）。この多様性を生じる仕組みに関する

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。 11

ａ　原理的に，染色体数が多いほど多様性が増す。

ｂ　 1本の染色体には，多数の独立した遺伝子が存在する。

ｃ　遺伝子の組換えが全く起こらなければ，均一な子孫が生じる。

ｄ　対立遺伝子の数が多いほど，組換えに依存せず多様性が増す。

ｅ　核相が 2n = 2 の生物では，生じる配偶子のもつ遺伝情報は 2種類である。

問 2　動物の発生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。 12

ａ　すべての脊
せきつい

椎動物は，体内受精を行う。

ｂ　カエルの卵割は全割で，なおかつ等割である。

ｃ　メダカの卵は端黄卵で，卵割は不等割である。

ｄ　減数分裂の結果， 1個の一次卵母細胞から 1個の卵がつくられる。

ｅ　ウニの受精において，精子が卵のゼリー層に到達すると表層反応が起きる。
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問 3　両生類の胚
はい

における誘導現象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。 13

（ 1）　眼の形成において，眼胞は水晶体を，水晶体は網膜を誘導する。

（ 2）　受精卵の灰色三日月環は，後に初期原腸胚の原口背唇部となり，胚の背側構

造を誘導する。

（ 3）　胞胚の植物極側と動物極側を組み合わせて培養すると，植物極側の培養片に

中胚葉が誘導される。

（ 4）　イモリ胚の形成体（オーガナイザー）を別の胚へ移植すると，二次胚の脊
せきさく

索

を誘導する。

（ 5）　シュペーマンらがイモリ胚で行った胚域の交換移植実験では，誘導へ応答で

きる期間に限りがあることが示された。

ａ　（ 1）と（ 4）　　ｂ　（ 2）と（ 3）　　ｃ　（ 1）と（ 5）

ｄ　（ 2）と（ 5）　　ｅ　（ 3）と（ 4）



― 10 ―

第 6問　植物の環境応答に関する下の問い（問 1〜 4）に答えよ。

問 1　植物の体内では，植物ホルモンと総称される生理活性物質がはたらき，発生や成

長の制御を行っている。植物ホルモ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。 14

ａ　エチレンが作用すると，茎が細長く伸びる。

ｂ　ブラシノステロイドは，茎の成長を抑制する。

ｃ　アブシシン酸の含有量が増えれば，発芽が促進される。

ｄ　吸水した種子では，ジベレリン含有量が急激に減少する。

ｅ　植物が水不足の状態になると，アブシシン酸を介して気孔が閉じる。

問 2　次の図 3は，光発芽種子であるレタスの種子を暗所に置く，もしくはさまざまな

波長の光を図で示す時点で照射した実験の模式図である。図中の（ 1 ）～（ 5 ）実験にお

いて，発芽しないものはどれか。下のａ～ｅのうちから最も適当なものを一つ選

べ。 15

ａ　（ 1 ）のみ

ｂ　（ 1 ）と（ 2 ）

ｃ　（ 1 ）と（ 3 ）と（ 4 ）

ｄ　（ 1 ）と（ 4 ）

ｅ　（ 1 ）と（ 5 ）

図 3 　 レタスの種子への光照射パターン 
 は暗所に置いたことを示し，ｗは白色光，

ｒは赤色光，frは遠赤色光を照射したことを表す。
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問 3　植物が示す屈性とそれに関与する植物ホルモ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。 16

ａ　一般に，茎は負の光屈性を示す。

ｂ　重力屈性にはオーキシンは関与しない。

ｃ　オーキシンは光を当てた側に移動する。

ｄ　茎では，オーキシンは基部から頂端部に運ばれる。

ｅ　オーキシンに対する感受性は，茎よりも根のほうが高い。

問 4　葉の老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。 17

ａ　エチレンは，老化を抑制する。

ｂ　アブシシン酸は，老化を抑制する。

ｃ　サイトカイニンは，老化を促進する。

ｄ　オーキシンは，エチレンの作用を抑制する。

ｅ　光照射は，老化の速度には関係しない。
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第 7問　生態系における物質収支やエネルギーの流れに関する次の文章を読み，下の問
い（問 1〜 3）に答えよ。

　植物などの生産者がつくった有機物は，生産者の活動に利用されるとともに，その生

産者を摂食する動物などの一次消費者，さらにその動物を捕食する二次消費者など，各

栄養段階の上位にある消費者へとわたっていく。　

　下の図 4は，そういった生態系における生産者と消費者の有機物の収支を模式的に示

したものである。なお，図 4中のＡ1，Ａ2は初期の現存量，Ｃ1，Ｃ2は被食量，Ｅ1，

Ｅ2は呼吸量，Ｆ2は老廃物と不消化排出量の割合を示していて，Ａ1とＢ1，あるいは

Ａ2とＢ2を合わせた量が一定期間後の現存量となる。

　図 4では割合で示しているため，生産者と一次消費者で全体の長さが等しく表されて

いるが，実際の有機物全体の量は，生産者より一次消費者の方が 　ア　  なり，二次消

費者ではさらに 　ア　  なる。

　一方，各栄養段階において，前の段階のエネルギーが次の段階でどの程度利用される

かを割合で示したものをエネルギー効率といい，一般には，生産者よりも栄養段階が上

がった一次消費者の方が 　イ　  なる。

　また生産者のエネルギーの利用において，一次消費者の摂食量が生産者の純生産量に

占める割合は，生態系によって大きく異なり，森林においては草原の場合よりも 　ウ　   

なることが多い。

図 4　生態系における生産者と消費者の有機物の収支割合
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問 1　上の文章中の空欄 　ア　  ， 　イ　  ， 　ウ　  にあてはまる語句の組み合わせと

して，最も適当なものを次のａ～ｅのうちから一つ選べ。 18

　　　ア　　　　　　　イ　　　　　　　ウ

ａ　小さく　　　　　小さく　　　　　大きく

ｂ　小さく　　　　　大きく　　　　　小さく

ｃ　小さく　　　　　大きく　　　　　大きく

ｄ　大きく　　　　　小さく　　　　　大きく

ｅ　大きく　　　　　大きく　　　　　小さく

問 2　図 4のＤ1，Ｄ2にあてはまる量はどれか。次のａ～ｅのうちから最も適当なも

のを一つ選べ。 19

ａ　成長量

ｂ　分解量

ｃ　総生産量

ｄ　純生産量

ｅ　枯死量，または死滅量

問 3　一次消費者における摂食量は生産者の被食量に相当するが，図 4の一次消費者の

有機物収支のＡ2～Ｆ2の量のうち，どの量の合計になるか。次のａ～ｅのうちから

最も適当なものを一つ選べ。 20

ａ　Ａ2＋Ｂ2＋Ｃ2＋Ｄ2＋Ｅ2

ｂ　Ｂ2＋Ｃ2＋Ｄ2

ｃ　Ｂ2＋Ｃ2＋Ｄ2＋Ｅ2

ｄ　Ｂ2＋Ｃ2＋Ｄ2＋Ｅ2＋Ｆ2

ｅ　Ｃ2＋Ｄ2＋Ｅ2＋Ｆ2
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第 8問　進化と系統に関する下の問い（問 1・問 2）に答えよ。

問 1　多細胞生物の進化過程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。 21

ａ　最初に現れた脊椎動物は，ウナギなどの硬
こうこつ

骨魚類である。

ｂ　エディアカラ生物群は，カンブリア紀前期の海中生物である。

ｃ　鳥類や哺乳類と異なり，ハチュウ類は羊膜を獲得して陸上環境に適応した。

ｄ　カンブリア大爆発による生物の急速な多様化により，多細胞生物の陸上化が

進んだ。

ｅ　硬骨魚類のもつ「うきぶくろ」と,  陸上脊椎動物のもつ「肺」は，相同な器 

官である。

問 2　生物進化のしくみと理論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　ハーディ・ワインベルグの法則が成り立つことで，生物進化が進行する。

ｂ　犬や金魚などの品種は，形態的に多様であるため同一の種
しゅ

とみなされない。

ｃ　集団が非常に大きい場合，遺伝的浮動は起こらず，中立な変異は遺伝子平
へいこう

衡

の状態となる。

ｄ　遺伝的な変異のうち，アミノ酸が変化しない変異には自然選択が作用せず，

集団に残りにくい。

ｅ　オタマジャクシからカエルへ形態が変わるように，ある個体が著しい成長や

変化を遂げることも進化と呼ぶ。


