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生 物 基 礎

第 1問　光合成や呼吸などの代謝に関する下の問い（問 1～ 5）に答えよ。

問 1　光合成または呼吸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。  1

ａ　呼吸は，真核細胞のみでみられる。

ｂ　原核生物には，光合成を行うものがある。

ｃ　光合成では，ATP のもつ光エネルギーを利用する。

ｄ　呼吸では，燃焼と同様に急速なエネルギー変換が起こる。

ｅ　光合成は，二酸化炭素から有機物をつくる異化の反応である。

問 2　葉緑体とミトコンドリア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　ミトコンドリアは，独自の核をもつ。

ｂ　植物細胞のミトコンドリアは，クロロフィルを含む。

ｃ　葉緑体の内部構造は，光学顕微鏡で観察することができる。

ｄ　葉緑体をもつ生物は，有機物を取り込まずにエネルギーをつくり出すことが

できる。

ｅ　ミトコンドリアでは，有機物の分解で放出されたエネルギーを利用し

て ATP を分解する。
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問 3　葉緑体とミトコンドリアは，もともと独立した生物だったが，ほかの細胞に取り

込まれて共生するようになったと考えられている（細胞内共生説）。この根拠として，

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　内部に独自の DNA をもつ。

ｂ　細胞内で分裂して増える。

ｃ　さまざまな酵素を利用する。

ｄ　二重膜で囲まれた構造をもつ。

ｅ　原核細胞の出現は，真核細胞より古い。

問 4　真核細胞の呼吸によって，有機物（グルコース）が完全に分解されたときにでき

る物質は，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

当な組合せを一つ選べ。  4

（ 1）　水

（ 2）　尿素

（ 3）　酸素

（ 4）　デンプン

（ 5）　二酸化炭素

ａ　（ 1）と（ 3）　　ｂ　（ 1）と（ 5）　　ｃ　（ 2）と（ 3）

ｄ　（ 2）と（ 4）　　ｅ　（ 4）と（ 5）

問 5　細胞内の酵素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。  5

ａ　主にタンパク質でできている。

ｂ　細胞外でもはたらくことができる。

ｃ　ATP のエネルギーを消費せずにはたらく。

ｄ　くり返しはたらくことができる。

ｅ　消化管から食物として取りこまれて，細胞内ではたらくことができる。
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第 2問　遺伝子とそのはたらきに関する下の問い（問 1～ 4）に答えよ。

問 1　原核生物と真核生物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　原核生物は，細胞質基質で転写を行う。

ｂ　真核生物は，すべて多細胞生物である。

ｃ　原核生物は，細胞分裂の際に DNA を複製しない。

ｄ　真核生物では，DNA 複製を行う際に核膜が消失する。

ｅ　原核生物は，基本的に複数の DNA 分子をもっている。

問 2　体細胞分裂と染色体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　DNA の合成は，細胞分裂の前期に行われる。

ｂ　 1本の染色体には，複数の DNA 分子が含まれる。

ｃ　細胞分裂の前期から中期にかけて，細胞膜が消失する。

ｄ　体細胞分裂中のヒトの細胞には，46本の染色体が存在する。

ｅ　体細胞分裂によってできた 2つの娘細胞は，同じ DNA をもっている。

問 3　ヒトは23種類の相同染色体をもっており，ゲノムサイズは約30億塩基対である。

ヒトの体細胞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合せを一つ選べ。  8

（ 1）　DNA 複製前，23本の染色体をもっている。

（ 2）　DNA 複製後，92本の染色体をもっている。

（ 3）　DNA 複製後，約 240 億の塩基からなる DNA をもっている。

（ 4）　DNA 複製前，約 15 億の塩基対からなる DNA をもっている。

（ 5）　DNA 複製後，約 60 億の塩基対からなる DNA をもっている。

ａ　（ 1）と（ 4）　　ｂ　（ 1）と（ 5）　　ｃ　（ 2）と（ 3）

ｄ　（ 2）と（ 5）　　ｅ　（ 3）と（ 4）
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問 4　多細胞生物の個体は，さまざまな体細胞から構成されている。個々の体細胞に関

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　細胞によって，必要な遺伝子だけを複製する。

ｂ　だ腺
せん

染色体のパフでは，活発に翻訳が行われている。

ｃ　選択的な翻訳により，必要なタンパク質がつくられる。

ｄ　選択的な転写により，必要な mRNA（伝令 RNA）がつくられる。

ｅ　異なる分化をしたすべての細胞は，異なる遺伝子をもっている。
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第 3問　循環系に関する次の文章を読み，下の問い（問 1～ 4）に答えよ。

　①ヒトの心臓は，ペースメーカーと呼ばれる部位からの信号により，自動的に拍動し

ている。心臓から出ていく②血液は，③肺循環系と体循環系に分かれて流れており，それ

ぞれ独自の役目を担っている。

問 1　下線部①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。 10

ａ　右心房には，動脈血が流れ込む。

ｂ　左心室から大動脈に，血液が流れ込む。

ｃ　大静脈は，右心室に直接つながっている。

ｄ　ペースメーカーは，左心室に存在している。

ｅ　動脈弁の開閉には，ATP のエネルギーが直接利用されている。

問 2　下線部②の血液に含まれる赤血球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　核を 1つもつ。

ｂ　大きさは 8㎜程度である。

ｃ　二酸化炭素との結合能力をもっていない。

ｄ　通常，血液 1㎜3 あたり，500個程度存在している。

ｅ　 1㎜3 あたりの数は，一般に成人男性のほうが成人女性より多い。

問 3　下線部②の血液に含まれる白血球と血小板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　白血球には核はない。

ｂ　白血球は，血液中の細胞成分で最も数が多い。

ｃ　白血球は，フィブリンを分解する酵素を放出する。

ｄ　血小板は活性化されて，マクロファージになる。

ｅ　血小板は，フィブリン形成を促進する因子を放出する。
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問 4　下線部③の肺循環系の役割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。 13

ａ　肺循環系の血液は，左心室から供給される。

ｂ　肺胞内の二酸化炭素濃度は，酸素濃度より高い。

ｃ　肺循環系を流れる血液は，体循環系の血液に比べて多い。

ｄ　肺動脈内では肺静脈内に比べ，酸素と結合したヘモグロビンが多い。

ｅ　肺胞通過後の血液に含まれるヘモグロビンのうち，酸素ヘモグロビンの割合

は，95％程度である。
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第 4問　ヒトの血糖濃度の調節に関する次の文章を読み，下の問い（問 1～ 3）に答え
よ。

　ヒトの血糖濃度は，食事や運動により多少の変動はするが，①自律神経系や②ホルモン

のはたらきにより③ほぼ一定の範囲に保たれている。

問 1　下線部①の自律神経系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　運動時には，副交感神経の活動が高まる。

ｂ　交感神経は，インスリンの分
ぶん

泌
ぴ

を促進する。

ｃ　血糖濃度が低下すると，交感神経の活動が高まる。

ｄ　副交感神経の活動が高まると，血糖濃度が上昇する。

ｅ　すい臓のランゲルハンス島には，副交感神経は分布していない。

問 2　下線部②の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。 15

ａ　グルカゴンは，血糖濃度を低下させる。

ｂ　インスリンの分泌細胞は，血糖濃度を直接感知する。

ｃ　インスリンは，肝臓でのグルコース産生を促進する。

ｄ　すい臓のランゲルハンス島のＡ細胞からは，インスリンが分泌される。

ｅ　すい臓のランゲルハンス島のＢ細胞からのホルモン分泌は，交感神経の活動

により促進される。
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問 3　下線部③について，健康なヒトの空腹時において血液100 mL 中に含まれるおよそ

のグルコースの値（濃度）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　100 ㎎　 （0.1％）

ｂ　200 ㎎　 （0.2％）

ｃ　 1ｇ 　（ 1％）

ｄ　 2ｇ 　（ 2％）

ｅ　10ｇ 　（10％）
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第 5問　免疫と病気の関わりに関する次の文章を読み，下の問い（問 1・問 2）に答え
よ。

　免疫反応が過敏に起こったり，免疫反応に異常が起こったりすると，①人体にとって

不都合なさまざまな症状が現れることがある。一方で，②免疫反応を利用した病気の予

防や治療が行われている。

問 1　下線部①の症状やその原因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　関節リウマチは，自己免疫疾患の一つである。

ｂ　食物アレルギーでは，アレルゲンの関与はない。

ｃ　アナフィラキシーは，後天性の免疫不全症である。

ｄ　アレルゲンとは，アレルギーをひき起こす抗体のことである。

ｅ　エイズでは，免疫反応が過敏に起こり，死に至ることがある。

問 2　下線部②の病気の予防や治療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　予防接種では，適応免疫（獲得免疫）を利用する。

ｂ　血清療法では，自然免疫を利用する。

ｃ　ワクチンとは，予防接種に利用する抗体のことである。

ｄ　予防接種を行うと，およそ1日以内に免疫反応の二次反応が発現する。

ｅ　ヘビ毒に対する血清療法では，あらかじめ採取したヒトの血清にヘビ毒を混

ぜておき，数日間反応させたものを用いる。
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第 6問　次の文章を読み，下の問い（問 1～ 5）に答えよ。

　日本のある火山島の調査において，溶岩噴出年代の異なる 4地点の植生や環境条件を

調査したところ，次の表 1のようになった。この島の最高標高は約 760 ｍ，年間平均気

温は 16℃，年間降水量は約 2800 ㎜である。

表 1　調査地点の植生および環境条件
調査地点Ａ 調査地点Ｂ 調査地点Ｃ 調査地点Ｄ

溶岩噴出時期＊1 約10年前 約150年前 約1300年前 約4000年前
植物数（種） 3 21 42 33
地表照度（％）＊2 90 23 3 2
土壌有機物（％） 1 6 20 31
　＊1：調査年を基準とする　＊2：植生の最上部の照度を 100％とする

問 1　調査地点Ａは，溶岩が露出した荒原となっていた。この地点において観察された

先駆植物の特徴として，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　極相樹種である。

ｂ　陰生植物である。

ｃ　埋土種子から発芽した植物である。

ｄ　風散布型種子から発芽した植物である。

ｅ　重力散布型種子から発芽した植物である。

問 2　調査地点Ｂにおいて観察された地表の特徴として，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　湿地が広がり，厚い泥炭層がある。

ｂ　層状の地表がない裸地となっている。

ｃ　やや湿った落葉層と，その下に厚い腐植層がある。

ｄ　枯れ葉や砂が蓄積し，土壌の形成が始まっている。

ｅ　溶岩が風化した層を砂地が覆
おお

っており，保水力に乏しい。



― 11 ―

問 3　調査地点Ｂでは，オオバヤシャブシが観察された。この植物の特徴として，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　生育が旺
おう

盛
せい

な特定外来生物である。

ｂ　陰樹であり，日陰でも成長できる。

ｃ　根に根粒があり根粒菌と共生している。

ｄ　コケ植物であり，栄養分が少ない環境でも生育できる。

ｅ　生態系のバランスに影響を及ぼすキーストーン種である。

問 4　調査地点Ｃは，混交林となっていた。この地点の植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。 22

ａ　森林限界に近づいている。

ｂ　陽樹の低木が林冠を形成している。

ｃ　ギャップの下では陽樹が成長している。

ｄ　林床は暗く，樹木の芽生えは生育していない。

ｅ　一次遷
せん

移
い

が終わり，二次遷移が始まっている。

問 5　調査地点Ｄは，極相林となっていた。この地点で観察された優占種として，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。 23

ａ　アカシア

ｂ　アカマツ

ｃ　シラビソ

ｄ　スダジイ

ｅ　ガジュマル


