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生　　　　物

第 1問　細胞膜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　上皮細胞内の細胞骨格と，細胞外の基底膜を直接結合させる結合タンパク質はど

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　アクチン

ｂ　グアニン

ｃ　ケラチン

ｄ　カドヘリン

ｅ　インテグリン

問 2　イオンや糖質，アミノ酸などの低分子を直接隣の細胞に伝えることができる細胞

接着はどれか。次のａ～ｅのうちから最も適当なものを一つ選べ。  2

ａ　接着結合

ｂ　密着結合

ｃ　ギャップ結合

ｄ　デスモソーム

ｅ　ヘミデスモソーム



―  2  ―

第 2問　免疫に関わるタンパク質に関する次の文章を読み，下の問い（問 1・問 2）に

答えよ。

　免疫応答で情報伝達物質として作用するタンパク質をサイトカインという。自然免疫

の応答に関わる細胞には，病原体の成分と結合する受容体タンパク質のセットが存在し，

それぞれの受容体は病原体に広く共通する分子構造の型（パターン）を認識するため，

①パターン認識受容体という。自然免疫に関わる細胞は，それぞれが数十種類のパター

ン認識受容体をもつため，一つの細胞が広範なウイルス，細胞などの病原体を認識し，

その型に応じたさまざまな②サイトカインを合成・分
ぶ ん ぴ

泌する。

問 1　下線部①について，パターン認識受容体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　代表的なものに，T 細胞受容体がある。

ｂ　マスト細胞は，パターン認識受容体をもつ。

ｃ　マクロファージは，パターン認識受容体をもつ。

ｄ　細胞膜表面，細胞内の小胞および細胞質基質などに存在する。

ｅ　樹状細胞は，パターン認識受容体で病原体を認識すると活性化する。

問 2　下線部②について，自然免疫を促進するサイトカインの作用に関する記述として，

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。  ４

ａ　炎症を引き起こす。

ｂ　血管収縮を促進する。

ｃ　好中球の移動を抑制する。

ｄ　マクロファージを単球に分化させる。

ｅ　単球が組織から血管内に入るのを促進する。
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第 ３問　次の文章を読み，下の問い（問 1〜 ４）に答えよ。

　次の図 1は，真核細胞における転写を示している。RNA ポリメラーゼ（RNA 合成酵

素）は，二重らせん構造が開裂して一本鎖となった鋳
い が た

型となる DNA のヌクレオチド鎖

の塩基配列をもとに mRNA（伝令 RNA）を合成する。この図に示した mRNA は，二本

鎖 DNA の DNA鎖①と DNA鎖②のどちらかを鋳型として合成されたものである。

問 1　鋳型となった DNA 鎖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　DNA鎖①をイントロン，DNA鎖②をエキソンという。

ｂ　DNA鎖①をセンス鎖，DNA鎖②をアンチセンス鎖という。

ｃ　DNA鎖①をアンチセンス鎖，DNA鎖②をセンス鎖という。

ｄ　DNA鎖①をラギング鎖，DNA鎖②をリーディング鎖という。

ｅ　DNA鎖①をリーディング鎖，DNA鎖②をラギング鎖という。

図 1　真核細胞における転写の模式図
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問 2　転写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　プライマーとなる短い RNA 鎖が必要である。  

ｂ　基本転写因子が，転写の開始と終了を調節している。 

ｃ　RNA ポリメラーゼは，プロモーターとなるタンパク質に結合する。 

ｄ　DNA リガーゼが，ほどけた DNA の二重らせん構造を相補的に結合させる。

ｅ　DNA の二本鎖のうち，どちらが鋳型鎖となるかは遺伝子ごとに異なってい

る。

問 ３　合成された mRNA 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　翻訳が進む方向は 5’ 末端から 3’ 末端である。

ｂ　核内から細胞質へ出てスプライシングを受ける。

ｃ　タンパク質の情報とならない塩基配列は存在しない。

ｄ　転写した DNA の塩基配列と mRNA の塩基配列は同じである。

ｅ　ヌクレオチド同士の結合は，リン酸との間に形成される水素結合である。

問 ４　次の図 2は，DNA 鎖の塩基配列を解析する方法を用いて合成された DNA 断片で

ある。これらの断片を合成する際に鋳型となった DNA 鎖（一本鎖）の塩基配列とし

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　3’・・・ A G C T G G ・・・5’

ｂ　3’・・・ C A G G T T ・・・5’

ｃ　3’・・・ G T C C A A ・・・5’

ｄ　3’・・・ T T G G A C ・・・5’

ｅ　3’・・・ A A C C T G ・・・5’
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図 2　合成されたDNA断片の塩基配列
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第 ４問　生殖と発生に関する下の問い（問 1〜 ３）に答えよ。

問 1　有性生殖と減数分裂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　有性生殖を行う生物は，すべて減数分裂を行う。

ｂ　有性生殖を行う生物は，すべて多細胞生物である。

ｃ　ヒトの精子と卵は，それぞれ雄性と雌性の接合子である。

ｄ　ヒトの女性は同じ性染色体を 2 つもつため，ホモ接合体である。

ｅ　複相から単相への核相の変化は，減数分裂の第二分裂で起こる。

問 2　カエル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。 10

ａ　正中に形成される脊
せきさく

索は，後に脊
せきずい

髄へ分化する。

ｂ　灰色三日月環の反対側が背側となり，原口が生じる。

ｃ　表層回転により背側が決定され，胚
はい

は回転相称となる。

ｄ　第一卵割は，灰色三日月環の中央を分断するように起こる。

ｅ　卵割により生じた腔
こう

所は，胞胚期には胞胚腔，原腸胚期には原腸と呼ばれる。

問 ３　ショウジョウバエ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。 11

ａ　卵割は表割で，胚の中心部は卵割腔となる。

ｂ　体節を形成した後，原腸形成は腹側から始まる。

ｃ　卵割は表割であり， DNA の複製と核分裂が受精卵の表層で起こる。

ｄ　ホメオティック遺伝子群は，前後軸に沿った各体節の特徴を決定する調節遺

伝子である。

ｅ　胚の前方と後方で，それぞれビコイド遺伝子とナノス遺伝子の転写が起こり，

前後軸が決定する。
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第 ５問　環境応答に関する次の文を読み，下の問い（問 1〜 ４）に答えよ。

　ヒトは，光や音，重力などの刺激を①眼や②耳，③前庭および半規管などによって受容

している。その情報は中枢神経系で処理され，それぞれ特有の感覚が生じている。それ

らの感覚をもとに，④骨格筋などの効果器を介し，刺激に対する反応が生じる。

問 1　下線部①の眼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　暗順応は， 2 ～ 3 分で完了する。

ｂ　明るいときには瞳孔は大きくなる。

ｃ　錐体細胞の視物質は，ロドプシンである。

ｄ　毛様筋が収縮すると，水晶体は厚くなる。

ｅ　盲斑には錐体細胞が欠けているが，かん体細胞は密に存在している。

問 2　下線部②の耳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　鼓膜は，中耳と内耳を隔てている。

ｂ　うずまき管の基部側で高い音が感知される。

ｃ　耳小骨は，外耳の音振動を中耳に伝えている。

ｄ　耳管（ユースタキー管）は，外耳につながっている。

ｅ　ヒトの耳では，約40,000 Hz（Hz は 1 秒間の振動数）まで聞くことができる。

問 ３　下線部③の前庭と半規管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　前庭は，中耳にある。

ｂ　前庭は，化学受容器に分類される。

ｃ　半規管は，自己受容器に分類される。

ｄ　半規管は，体軸を中心とした回転は感知できない。

ｅ　半規管は，平衡石（耳石）の動きにより，体の傾きを感知している。
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問 ４　下線部④の骨格筋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　筋原繊維の暗帯は，アクチンで構成されている。

ｂ　筋小胞体は，内部にカルシウムイオン（Ca2+）を蓄えている。

ｃ　筋肉が収縮するとき，Ca2+ とミオシンが結合する。

ｄ　運動ニューロンと筋繊維（筋細胞）の数の割合は， 1 対 1 である。

ｅ　神経筋接合部（ 終
しゅうばん

板 ）での神経伝達物質は，ノルアドレナリンである。
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第 ６問　個体群に関する次の文章を読み，下の問い（問 1〜 ５）に答えよ。

　一定の領域内で生活する個体群の個体数は，生存や繁殖に必要な資源や良好な生活環

境があれば，ある程度までは増加していくが，①ある一定の数に達するとそれ以上はあ

まり増えなくなる。これは②密度効果と呼ばれ，個体群の密度が上昇することにより，

個体の成長や繁殖に関する性質が変化することによる。

　個体群密度を測定する方法はいくつかあるが，その基本となるのは，植物やほとんど

移動しない動物種などに対して用いられる区画法である。また，動きの多い動物におい

ては，測定条件が満たされる場合は③標識再捕法を用いて推定することもある。

　一方，個体群中の世代や齢ごとの個体数の分布を示したものを齢構成といい，年齢ピ

ラミッド（齢構成のピラミッド）と呼ばれる図で表される。④年齢ピラミッドは，齢構

成の特徴によって，幼若型（若齢型），安定型，老齢型の 3 つの型に大別される。

　また，個体群の同世代の生存個体数や死亡個体数を調査した結果をまとめた表を生命

表といい，それを元にしてつくったグラフを生存曲線という。

　⑤世代交代に伴う個体群の個体数の増減は，生殖可能な齢の個体数の割合と雌雄の比

率に強く影響される。

問 1　下線部①のことを何というか。次のａ～ｅのうちから最も適当なものを一つ選

べ。 1６

ａ　最終収量

ｂ　種内競争

ｃ　環境収容力

ｄ　競争的排除

ｅ　包括適応度
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問 2　下線部②の密度効果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。 1７

ａ　個体群密度が高くなると，出生率が低下する。

ｂ　個体群密度が高くなると，死亡率が増加する。

ｃ　個体群密度が高くなると，個体間の競争ははげしくなる。

ｄ　トノサマバッタの群生相は，個体群密度が高いときの形態である。

ｅ　一定面積あたりのダイズの収穫量は，個体群密度に比例して多くなる。

問 ３　下線部③の標識再捕法を用い，次のような調査を行なった。  

　一定の区域において，ある種の動物を30頭捕獲した後，それらに標識をつけて放し

た。それらが同種の他の個体と十分に混ざり合った時期に，40頭の同種動物を捕獲し

たところ，そのうち 3 頭に標識が認められた。この区域に調査対象の動物は何頭くら

い生存していると推定されるか。次のａ～ｅのうちから最も適当なものを一つ選

べ。 18

ａ　 73頭

ｂ　 90頭

ｃ　120頭

ｄ　210頭

ｅ　400頭

問 ４　下線部④の年齢ピラミッド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　安定型では，底辺がくびれたつぼ型の形になる。

ｂ　幼若型では，生殖期以前に死滅する個体が多い。

ｃ　近年の日本の人口は，幼若型の齢構成となっている。

ｄ　卵をたくさん産むマンボウでは，安定型の齢構成を成す。

ｅ　高齢の個体が多く生存する老齢型では，将来個体群はどんどん大きくなると

予想される。
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問 ５　下線部⑤の個体群の個体数の増減に関する次の問いに答えよ。  

　雌雄各100頭の動物の個体群で，雌 1 頭あたり一生に平均 5 頭の子を産むとすると，

子が生殖期に至るまでの死亡率がどのくらいなら，その個体群の大きさがほぼ変わら

ないままに維持され続けると推定されるか。次のａ～ｅのうちから最も適当なものを

一つ選べ。なお，雌雄の比率は常に 1 ： 1 とし，出産率と死亡率だけから推定するも

のとする。 20

ａ　 5％

ｂ　10％

ｃ　20％

ｄ　60％

ｅ　95％
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第 ７問　進化と系統に関する下の問い（問 1・問 2）に答えよ。

問 1　生命の起源から真核生物の誕生において，広く考えられている仮説に関する記述

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　シアノバクテリアの化石は，ストロマトライトである。

ｂ　真核生物の核は，ミトコンドリアと同様に細胞内共生によって生じた。

ｃ　先に葉緑体，後にミトコンドリアが細胞内共生し，植物細胞が成立した。

ｄ　初期の RNA ワールドでは，RNA 自体が触媒作用をもち，DNA を合成して

いた。

ｅ　動物が多細胞化する以前は，原生生物のえり鞭
べんもう

毛虫類に近縁な単細胞生物で

あった。

問 2　ヒトは霊長類に属する哺乳類である。霊長類の進化と人類の出現に関する記述と

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。 22

ａ　系統的に，チンパンジーはゴリラよりもヒトに近い。

ｂ　原人や旧人は，現生人類の直接の祖先であり，別種ではない。

ｃ　アウストラロピテクスは，系統的に人類に最も近い化石類人猿である。

ｄ　不完全な直立二足歩行や犬歯の縮小は，類人猿と人類で共通に見られる特徴

である。

ｅ　現生人類は，大脳の著しい発達以外にも，おとがいの形成や発達した眼
がんかじょう

窩上

隆
りゅうき

起で他と区別される。


