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注意事項

1.試験開始の合図があるまで，との問題冊子を聞いて見てはならない。

2. あらかじめ選択を届け出た科目について解答すること。それ以外の科目について

解答しでも無効である。

3. 各科目のページは上記のとおりである。落丁，乱丁，印刷の不鮮明な箇所等があ

る場合には，申し出ること。

4.解答用紙を別に配布している。解答は，問題と同じ科目，同じ番号の解答用紙に

記入すること。指定の箇所以外に記入したものは無効である。

5.各科目の問題は，学部・学科・専攻等によって異なる点があるから，下に表示す

る。

(1) 物理を選択した受験者

該当する学部全学科目図国自

(2) 化学を選択した受験者

教育学部回国国盟国国

医学部軍学科目回国固

医学部保健学科目図国国

理工学部凹盟国四国固

農学生命科学部分子生命科学科回国四国

農学生命科学部生物学科，生物資源学科，閤芸農学科回国国四国固

(3) 生物を選択した受験者

教育学部回国固と国または園の 4問

医学部医学科目函固

医学部保健学科白図国

理工学部回国固と固または匿の 4問

農学生命科学部分子生命科学科白回国

農学生命科学部生物学科，生物資源学科，園芸農学科目図面と国または固

の4間

(4) 地学を選択した受験者

該当する学部全学科目図国国

6.解答用紙の指定された欄に，学部名と受験番号を記入すること。

7.提出した解答用紙以外は，すべて持ち帰る乙と。
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物 ま里

日図のような水平面闘し角度。1(OO<ehく 900

) とれ(OO<fhく 90
0

)~なす
2つの十分に長いあらい斜面がある。斜面上に質量mの物体A，Bが置かれ，

斜面の頂上にある摩擦が無視できる軽い定滑車を通したひもでつながれている。

はじめにAを0の位置で手で押さえ物体を静止させ，その後時刻 t= 0で手を

はなすと Bが斜面をすべり降りた。 Aが0の位置から距離l進んだ位置を p，

重力加速度の大きさを g，左側の斜面の動摩擦係数を μ1，右側の斜面の動摩擦

係数を仰とする。また空気抵抗の影響は無視でき，糸は伸び縮みせずその質量

は無視できるものとする。 A，Bは斜面に沿って進んでも斜面の頂上にある定滑

車や水平面にぶつからないものとして，下記の間いに答えなさい。

問 1 Bにはたらいている動摩擦カの大きさ Fを，m， g.μ2，れのうち必要な

ものを用いて表しなさい。

間 2 Bの加速度の大きさ αを.g，μ1，μ2， (h， 82のうち必要なものを用いて

表しなさい。

問 3 糸の張力の大きさ Tを. 111，.. g，μ1.μ2， 81， 82のうち必要なものを用い

て表しなさい。

問 4 AがPの位置に到達する時刻 tlを，g，μ1.μ2. 1， 81， 82のうち必要な

ものを用いて表しなさい。

間 5 時刻 tでのAの力学的エネルギーを EA(t)とする。 t= 0から AがPの

位置に到達する時刻t=れまでのAの力学的エネルギーの変化量

企EA= EA (tl) -EA ( 0 )を，m， g， 1，μ1. μ2， 81，θ2を用いて表しなさい。
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問 6 間5と同様に，時刻 tでの Bの力学的エネルギーを EB(t)とし.t = 0か

らt= t1までの Bの力学的エネルギーの変化量を企EB= EB(tl) -EB( 0) 

とする。 Aの力学的エネルギーの変化量と Bの力学的エネルギーの変化量

の和d..EA十企EBを.m， g. t. μ1.μ2. 81. 82のうち必要なものを用いて

表しなさい。またこのとき，力学的エネルギーが保存されるかどうか理由と

ともに答えなさい。

。
1

。
2
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囚空気の温度が調整できる部屋でおんさを用いて如実験を行った。以下の各閑

いに答えなさい。

間 l おんさ A，B， Xを用意した。 Aの固有振動数は 260Hz， Bの固有振動数

は255Hz， Xの固有振動数は不明である。おんさ A とおんさ Xを同時に鳴

らすと， 5秒間に 10回のうなりが発生した。次に，おんさ Bとおんさ Xを

同時に鳴らすと. 10秒間に 30回のうなりが発生した。おんさ Xの固有振動

数ん[Hz]を求めなさい。

間 2 固有振動数 250Hzのおんさ Cを用意した。図 Iに示すように，一様な太

さのガラス管の中にピストンがはめ込まれている。管の左端からピストンま

での距離を lとする。おんさ Cを管口の左端の近くで鳴らし，ピストンを管

の左端から右へゆっくり動かしていく実験を行った。以下の聞いに答えなさ

い。なお，おんさの固有振動数は温度によって変化しないものとする。

(1)空気の温度を t= to [OC]に調整して実験を行ったところ，1 = 30.5 cm 

で最初の共鳴が起こり，次に 1= 98.5 cmで2回目の共鳴が起こった。お

んさ Cから発生している音波の波長を， 2つの共鳴位置聞の距離を用い

て求めなさい。

(2) (1)の実験において，おんさ Cから発生している音波が空気中を伝わる

速さを求めなさい。

(3) 次に空気の温度を 10oC上昇させ.t = to十 10[OC]とした後におんさを

鳴らし，同様の実験を行った。最初の共鳴位置と 2回目の共鳴位置との間

の距離を求めなさい。ただし音波が空気中を伝わる速さ V[m/s]と空気の

温度t[OC]との関係は，v = 331. 5 + O. 60 tで与えられるものとする。
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回圧力九温度M 単原子分子の理想気体で満たされた十分広い空聞に容器

A. Bとピストンを有するシリンダCからなる装置が置かれている。図 1のよう

に各容器とシリンダにはコック Sa. Sb. Scが取り付けられた細い管が接続され

ている。容器，細い管，コックそしてシリンダとピストンは断熱材でできてお

り，容器Aの内部にはヒーターが取り付けられている。シリンダCのピストン

は摩擦がなくなめらかに動く。またヒーターと細い管の体積は無視できる。

初期状態として，すべてのコック Sa. Sb. Scは閉じられ，容器Aは容積 Vで

温度 Ta• 圧力 Pa の単原子分子の理想、気体が入っている。容器 B は容積 V で，

圧力 Pb• 温度 Tb の単原子分子の理想気体が入っている。またシリンダ C 内の

容積は 0である。

次に示す手頗にしたがって装置を操作し，操作ごとに熱平衡に達するまで，装

置を放置した。気体定数を Rとして以下の間いに答えなさい。

手fII員 1: Sbを開いた。

手JII.員2: Sbを関じて Saを聞いた。そして容器A内の気体が圧力Po.温度目と

なるまで待って Saを閉じた。

手順 3: Scを開いて容器A内の気体をヒーターで加熱した。その結果，ピスト

ンが動きシリンダC内の容積が4Vとなった。

手)11買4 : Scを閉じ，ピストンを外から手で引いてシリンダC内の容積を増加さ

せた。

Po. To 

C 

ヒーター ピストン

図 1

。M4(74O-27)



議議
機、ゐ
議総

間 1 手JI煩1を行って熱平衡に達した後の容器A.B内の気体の温度を求めなさ

しし

問 2 手順 lを行って熱平衡に達した後の容器A.B内の気体の圧力を求めなさ

関 3 手順 1を行ったことで生じた容器B内の気体のモル数の変化量を求めな

さい。ただし，モル数の変化量は変化後のモル数から変化前のモル数を引い

た値とする。

問 4 手順3を行づたことで容器A内とシリンダC内の気体に生じた内部エネ

ルギーの変化量を求めなさい。ただし，内部エネルギーの変化量は変化後の

内部エネルギーから変化前の内部エネルギーを引いた値とする。

開 5 手順3でヒーターが気体に与えた熱量を求めなさい。

間 6 手JII貫4を行うことでシリンダC内の気体の温度が，上がるか，または，

下がるかを答えなさい。また，その温度変化が生じる理由を熱力学第 1法則

に基づいて説明しなさい。
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囚電場と磁場中の荷電粒子の運動に関する実験を行った。ただし，全ての実験は

真空中で行われているものとし，荷電粒子は重力および地磁気の影響を受けない

ものとする。以下の各問いに答えなさい。

間 l 鴎 1のように，間隅d，長さ Jの十分広い平行電極板を置いた。電極聞に

直流電圧V(V>0)をかけ，電極板間に一様な電場を発生させた。そこに，

質量m，電気量q(q > 0)の荷電粒子を，速さ υ。で電極の左端から電極板に

平行に入射させた。図 lのように，荷電粒子の入射方向をx軸，電極板に垂

直な方向をy軸にとり，電極板の左端の荷電粒子の入射点を座標の原点。

(0， 0)とする。ただし，荷電粒子は電極板に衝突しないものとする。

(1)荷電粒子が電場から受ける力のz成分とy成分，荷電粒子の加速度のz

成分とy成分を求めなさい。ただし，x軸と y軸の正の向きを電場，力お

よび加速度の正の向きとする。

(2) 0豆z豆 JのE玄関における荷電粒子の軌道をzとyの関係式として表し

なさい。

(3) 荷電粒子が電極の右端(x= l)に到達したときの座標yを求めなさい。

V -=-q，・隅一ZJ+ol i l U JU 

図 1
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問 2 図2に示すように， 図lの実験装置の電極板間とz孟 Lの領域に，紙面

に垂直で表側から裏側に向かう磁束密度Bの一様な磁場をかけた。質量

m，電気量 q(q > 0)の荷電粒子を，速さ Vlで電極の左端から z軸に平行に

原点 0(0，0)に入射させたところ， この荷電粒子は電極板聞をz軸に平行

に直進した。荷電粒子は電極板聞を通り抜けた後，x軸上の点 P(L，0)に入

射した。

(1)荷電粒子の速さ Vlを求めなさい。

(2) 荷電粒子がz孟 Lの領域を運動した後，点 Q(L，R)に到達した。荷電

粒子の質量仰を q，d， R， V， Bを用いて表しなさい。

(3) z孟 Lの領域における荷電粒子の軌道をzとyの関係式として表しなさ

い。ただし，答えはX，y， m， q， d， L， V， Bを用いて表しなさい。

y 

ーィQ(ムR〉:-:-:-:.・.

R 

・P(L，O)・..・.• 
~X 

V 

::::::::;::B:8::::::: 

L 

図2
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必要があれば，原子量および定数は次の値を使うこと。

H = 1. 00 He = 4. 00 C = 12. 0 N = 14.0 

o = 16. 0 Cu = 63. 6 

気体定数 Rこ二 8.31X 103Pa'L/(K'mol) 

ファラデ一定数 F = 9.65 X 104 C/mol 

日以下の文章を読み各聞いに答えよ。

C3H60で示される物質Aは，アルカリ性水溶液中でヨウ素と反応し，黄色沈

殿を与えた。同じ分子式を有する物質 Bは，フェーリング反応に陽性であっ
① 

た。一方，物質 Cは分子式 C4H8を有するアルケンであった。

問 1 物質Aの分子量を求めよ。

問 2 物質A0.100kgを完全燃焼させたとき，発生する二酸化炭素の物質量

(mol)を求めよ。計算の過程を示し，答えは有効数字3桁で求めよ。

問 3 物質Aの構造式を記せ。

問 4 物質Aから生じた黄色沈殿の物質名とその構造式を記せ。

開 5 物質Aはアルコールの酸化により合成可能である。原料となるアルコー

ルの化学構造式を記せ。

問 6 物質Bの下線①の性質を示す官能基名を記せ。
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間 7 物質Bの構造式を記せ。

問 8 物質Cとして可能な異性体の構造式をすべて記せ。

- 10ー 。M4(740-32)



白 (1)， (ll)の各聞いに答えよ。なお，構造式は下の例にならって言抗と。

例。ω-CH3

(1) 4種類の芳香族化合物(フェノール，安息香酸， トルエン，アニリン)を含

むジエチルエーテル(エーテル)溶液(混合溶液)から，図のようにして各物質

を分離した。以下の各開いに答えよ。

エーテル層
A 

エーテル層
B 

-11-

NaHC03水溶液

エ-Zル層
11

エ-zjレ層
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間 1 Aから Dの各エーテル層に存在する芳香族化合物の物質名および構

造式を記せ。

間 2 水層 1，水層 2，水層 3に溶解した状態の芳香族化合物の構造式を記

せ。

問 3 同じ操作を次の物質に行った場合， Aから Dのどのエーテル層に分

離されるか記せ。

(司サリチル酸

(b)ρークレゾール

(c) ナフタレン

[II) フェノールに関する以下の文章を読み，各間いに答えよ。

フェノールは工業的にベンゼンを原料としてつくられる。従来は，ベンゼ

ンを濃硫酸とともに加熱して化合物Aを得た後，水酸化ナトリウムのよう

な塩基を加えて融解する方法で主に合成されていた。しかし現在は，ベンゼ

ンに触媒を用いてプロベンを付加させτ化合物Bとした後，酸素ガスと反

応させて得られる化合物 Cを硫酸で分解する方法で合成されることが多

フェノールはニトロ化反応を起こしやすく，濃硫酸と濃硝酸の混合物

(混酸)と反応させることにより，火薬として使用される化合物 D(ピクリン

酸)が生成する。

問 1 化合物A，B， C， Dに該当する物質の構造式を記せ。

間 2 ピクリン酸は，フェノールからいくつかの中間化合物を経て生成す

る。この中間化合物として可能な物質を全て構造式で記せ。

-12 - 。M4(740-34)



回以下の文章を読み，各間いに答えよ。

出金を電極に用いて，硫酸銅(II)水溶液に 0.500Aの電流を 5790秒間通じて

電気分解を行った。乙の電気分解の電源には，電解液として濃度 C(mol/LJの硫

酸1.00 Lを満たした鉛蓄電池を用いた。

問 1 電気分解の際に陽極および陰極で起こる反応を，それぞれ龍子を含むイオ

ン反応式で記せ。

間 2 電気分解後に白金電極上に析出した銅の質量(gJを計算せよ。計算の過程

を示し，答えは有効数字 3桁で求めよ。なお，流した電流はすべて銅の析出

に使われたものとする。

問 3 鉛蓄電池の放電の際に正極および負極で起こる反応を，それぞれ電子を含

むイオン反応式で記せ。

間 4 電気分解の後，鉛蓄電池から硫酸電解液を取り出し， 10.0倍に希釈し

た。この希釈した硫酸水溶液 10.0mLを中和するのに， O. 200 mol/Lの水酸

化ナトリウム水溶液を 7.80mL要した。電気分解前の硫酸の濃度 C(mol/LJ

を計算せよ。計算の過程を示し，答えは有効数字3桁で求めよ。ただし，鉛

蓄電池の硫酸電解液の体積は，電気分解の前後で変化しないものとする。
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回以下の文章を読み，各問いに答えよ。ただし 計算問題については計算の過

程を示し，答えは有効数字2桁で求めよ。また，時間の〔分〕を表す単位記号を

(rnin)とする。

100mLの希塩酸水溶液中で，温度を 30
0

Cに保ちながら初濃度 1.00mo1/L 

(t = 0 min)となる酢酸エチルの分解を行った。ただし，この濃度の酢酸ヱチル

は完全に水に溶解しているものとする。この反応では酢酸エチルから酢酸が生成

する。反応開始後，ある時間ごとに反応液1.OmLをピペットで取り出し，それ

をむ.20mol/L水酸化ナトリウム水溶液で滴定し，以下の表のような結果を得

た。

表反応時間と水酸化ナトリウム水溶液の滴定量

反応時間 t(min)

滴定量出L)

ある時間間隔L1tにおける酢酸エチルの濃度変化を L1Cとし，その時間におけ

る初期の酢酸エチルの濃度を Cとすると，酢酸エチルの分解の平均反応速度五は

五=ー (L1C/L1t)=ニkC

で表される。ただし，みは反応速度定数である。反応器液内の物質の蒸発はない

ものとする。

間 l 酢酸エチルが分解して酢酸が生じる反応式を示せ。

問 2 反応開始後20minまでのデータから反応速度定数を求めよ。ただし，反

応速度定数の単位も解答に示せ。
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開 3 平均反応速度百は，時間経過にともなってどのように変化するか。[大き

くなるJ.r変化しないJ.I小さくなるjの中から答えよ。また，そのような

変化が起こる理由を，正反応と逆反応の点から答えよ。

間 4 酢酸の電離は無視できるものとして. 30
0

Cにおける平衡時の酢酸エチル

の濃度(mol!L)を計算して答えよ。

問 5 乙の分解反応では，温度が 10
0

C上昇するごとに，平均反応速度が 2.0倍

増加するものとする。もし. 70
0

Cで同じ実験を行った場合，中和に必要な

水酸化ナトリウムの滴下量が 6.7mLとなる時間 (min)を表のデータから計

算して求めよ。
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回以下の文章を読み，各問いに答えよ。

二酸化炭素の国体は( ア 〕と呼ばれ，冷却剤に使用される。〔 ア 〕は，固

体から産接気体になる性質をもち，この現象は〔 イ 〕と呼ばれる。二酸化炭素

は〔 ウ )個の原子から構成される分子であり，その形は〔 エ 〕形である。一

方，水分子の形状は〔 オ 〕形であり，二酸化炭素とは異なっている。

三酸化炭素は黒鉛の完全燃焼によって発生させるととができる。乙の二酸化炭
① @一一一一一
素を水酸化カルシウム水溶液に吹き込むと〔 カ 〕色沈殿が生じる。乙の沈殿を

③ 

強熱すると生石灰が得られる。生石灰に水を加えると再び水酸化カルシウムが生
④ 

じる。

二酸化炭素を水酸化ナトリウム水溶液に吹き込むと，炭酸ナトリウムが得られ

る。この炭酸ナトリウムに塩酸を加えると二酸化炭素が発生する。炭酸ナトリウ
⑤ ⑮  

ムは炭酸水素ナトリウムを加熱することによっても得られる。

間 1 説明文中の〔

よ。

〕内のアからカにあてはまる適切な語または数字を入れ

間 2 下線①から⑥の反応を化学反応式で記せ。

問 3 生石灰は，一般にどのような用途に用いられているか。次のωから日の選

択肢の中から最も適当なものを 2つ選ぴ，記号で答えよ。

ω セツケン (B) 凝固剤 (C) 発熱剤

。漂白剤 (日乾燥剤 官)造影剤

(G) 消火剤 日医療用ギブス
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回以下の文章を読み，各問いに答えよ。ただし 計算問題については，計算の過

程を示し，答えは有効数字 2軒で求めよ。

合計で1.80 molとなるヘリウムとエタノールの混合気体を入れた風船を作っ

た。ヘリウムとエタノールの気体は，理想気体として振る舞い，風船内に完全に

密閉されているものとする。風船は化学的に安定で，風船自体の重さは無視でき

るほど小さく，自由に伸縮でき，風船内外の圧力差はないものとする。大気圧は

1. 00 X 105 Pa， 27
0

Cのエタノールの蒸気圧は 0.10X 105 Paとする。

問 l 風船内のエタノールがすべて蒸気として存在すると仮定した場合，風船が

空中に浮き続けるためのヘリウムの最低限の体積分率はいくらか計算して求

めよ。ただし，空気の成分は，窒素と酸素のみからなるものとし，窒素と酸

素は4.0: 1. 0の体積比で含まれているとする。

問 2 風船内にヘリウムとエタノールが 0.90molず、つ入っている場合，大気圧

下， 27
0

Cでの風船内における液体のエタノールの物質量を求めよ。

問 3 問2の条件で風船は空気中に浮き続けられるか。根拠となる計算を示し，

浮き続けられる場合はOを，浮き続けられない場合は×を記せ。ただし，液

体のエタノールの体積は，無視できるぐらい小さいものとする。

問 4 風船を聞けてエタノールを回収する際，わずかな量(1%以下)の水がエ

タノールに混入した。この水分を含んだエタノールの蒸気圧，沸点，凝固点

は，純粋なエタノールに比べて，どのように変化するか。次の表の中から正

しいと恩われる組み合わせを選び，記号で答えよ。
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表

記号 蒸気圧 沸点 凝固点

(ア) 高くなる 高くなる 高くなる

付) 高くなる 高くなる 低くなる

(ウ) 高くなる 低くなる 高くなる

(:r:) 高くなる 低くなる 低くなる

件) 低くなる 高くなる 高くなる

加) 低くなる 高くなる 低くなる

何) 低くなる 低くなる 高くなる

(ク) 低くなる 低くなる 低くなる
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生 物

日以下の文章を読み問(1)~(3)に答えよ。

酸素を発生する(①)の祖先は，先カンブリア時代に原始海洋に出現し，そ

の痕跡は( ②)という特徴的な層状の構造物で見つかっており，現在オースト

ラリア西海岸等でも見られる。その原始的な( ① )が核やミトコンドリアを持

つ原始的な生物に共生して(③)という細胞小器宮となり，藻類が誕生した。

陸上への進出を遂げた様々な陸上植物なども誕生し，現在多種多様な生物が存在

している。これらの生物は細胞の基本構造に基づいて分けると，核を持つ細胞で

構成される(④)生物と核を持たない細胞からなる(⑤)生物に分けること

が出来る。

問(1) 文章中の空欄(①)~ (⑤)に当てはまる適切な語句を解答欄に記入

せよ。なお，同じ番号は繰り返し使用されていることを示す。

間(2) 以下のア~カの生物を下線部の(④ )生物か(⑤)生物のいずれかに

分類し，さらに各生物が従属栄養であるのか独立栄養であるのかを分類し

て，解答欄の表を完成させよ。ただし，解答欄にはア~カの記号を記入する

ものとする。

ア.大腸菌

エ.亜硝酸菌

イ.ネンジュモ

オ.クロレラ

問(3) 次の文章を読み，下の(あI)~(.ぇ)の間に答えよ。

ウ.酵母菌

カ. トマト

ある研究室の大学院生となった弘大さんは以下のような実験を行った。

上の文章中の(①)から植物まで共通に保存されている微細藻類Uの

タンパク質Hの開始コドンから終止コドンまでをコードする DNA(図，塩

基の数は 1428塩基，イントロンは含まれていない)を得るために， 20ヌク

レオチドのプライマーを設計して， PCR法によって増幅した。その後，得

られた DNA断片の塩基配列が正しいことを確認した。
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ATG GIT CCA CAA ACA GAA ACI' AAA GCA GGT GCI' GGA TTC AAA GCC・.. 

(中略)・..AAAGAA ATT AAA TTC GAA TIT GAT ACI' ，~τT GAC AAA CIT TAA 

図 タンパク質Hの塩基配列

(あ) 用いたプライマーの配列を以下のア~クの中から 2つ選んで、解答楠に記

入せよ。

ア.ATGG1TCCACAAACAGAAAC 

イ.ATACTA1TGACAAACITTAA 

ウ. GCTGCATGTGAAGTTTGGAA 

エ.AAA T1TCCCITTGGGGAAAA 

オ.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

カ.TIAAAGTTTGTCAATAGTAT 

キ.ATGGTTTCTGT1TGTGGAAC 

ク.GGTGCTGGA TTCAAAGCCGG 

料 タンパク質Eのアミノ酸の数を答えよ。

(ぅ)微細藻類Uの変異体Oは突然変異により図の 1402番目の塩基が Gか

らTに変化していた (GAA→TAA)。このタイプの突然変異を何というか。

仇) (う)の結果として変異体Oで起とつでいる現象を適切に示している文章

を以下のア~キから lつ選び答えよ。

ア.正常なタンパク質Hとアミノ酸数は同じだが，一部だけ配列の異

なったタンパク質が合成される。

イ.タンパク質Hの合成の阻害が起こり，正常なタンパク質Hは合成さ

れていない。

ウ.タンパク質Hは正常に合成される。

エ.塩基の変化と同様に， 1個のアミノ酸の変化が起こる。

オ.タンパク質Eをコードする遺伝子の転写が起こらない。

カ.正常なタンパク質Hと比べ，アミノ酸数が多いタンパク質が合成さ

れる。

キ.塩基の突然変異により，全て異なるアミノ酸に変化している。

- 20ー 。M4(740-42)



囚 ヒトの血糖値はホルモンや自律神経系の働きによりほぼ一定の値に保たれてい

る。次の留はヒトの血糖値の調節のしくみを示したものである。次の間に答え

よ。

開(1) 図中の点線A，点線Bは神経を示している。それぞれの神経の名称を答

えよ。

間(2) 図中のア，イ，ウ，エの器官の名称を答えよ。

間(3) 図中の a，b， c， dは，図中のイとウの器官に存在する細胞名または組織

名を示している。 a，bには細胞名を， c， dには組織名を答えよ。

間(4) ①，②，③，④は血糖値の上昇や低下に関係するホルモンを表している。

それぞれの名称を答えよ。

問(5) 血糖値が上昇すると間脳視床下部はそれを感知し，血糖値を低下させるよ

うにホルモンの分泌を調節するが，血糖値が低くなりすぎたときには，血糖

値を上昇させるように調節される。このようなしくみを何と呼ぶか。

問(6) 間(5)のしくみの例として体温調節が挙げられる。次の文章はそのしくみに

ついて説明したものだが，下線部(ぁ，)'" (.え)のうちの 1つに誤りがある。誤りの

ある記号を 1つ選び，さらに当てはまる正しい語句を解答欄に記入せよ。

外気温が低下し体温が低下すると，皮膚の血管や立毛筋が収縮し，放
闘 一 一

熱を抑制する。また分泌されたチロキシンが肝臓や筋肉組織に働きか

け，代謝の促進による発熱がおこる。チロキシンの血液中の濃度が十分

に上昇し体温が正常に戻ると，問脳視床下部はそれを感知し，脳下垂体
島幸

からのバソプレシンの分泌が抑制される。
(ぅ) 伏)剛一一
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問(7) 糖尿病では血糖値が常に高い状態が続き，様々な器官に障害が発生する。

なぜ糖尿病の状態では血糖値が正常に調節されないのか。理由として考えら

れることを 2つ答えよ。

呼吸でモ T ーグルコース
消費 。

血糖値低下

ア

間脳視床下部
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回次の文章を読み，聞は)ペ5)に答えよ。

動物は外界から様々な刺激を受け取り，環境に応答している。それぞれの種類
A 

の刺激は特定の受容器の感覚受容細胞を介して感受される。例えば光の受容器は

眼であり，脊椎動物では光受容細胞が(① )と呼ばれる構造に並んでいる。ヒ

トでは，光は(②)，続いて(③)を通過した後，レンズの機能を持つ

( ④)により屈折し， (①)の上に像が結ぼれる。近くや遠くの対象物に焦

点を合わせるために(④)の厚みが変化するが，これは(⑤ )の収縮と弛緩

による。(①)に分布する光受容細胞は(⑥)と呼ばれる。 2種類の

〈 ⑥)が存在し，それぞれ(⑦)， ( ⑧ )と呼ばれる。これらの細胞は光

を吸収する色素を細胞膜に持ち，この色素の変化により光が電気的倍号に変換さ

れる。(⑦)は色覚に関わる(⑥)で， (①)上の視野の中心に相当する

(⑨)に多く分布する。このため視野の中心では，像の形や色を詳細に識別す

ることができる。一方， (⑧)はその周辺部分に多く分布する。この(⑥)

は色の識別には使われないが， (⑦)にくらべ弱い光を感じる能力に優れる。

これらの(⑥)で生じた電気的信号は( ① )内で(⑩)細胞に伝達され，

この細胞から伸びる( ⑩)により中枢神経系に送られる。中枢神経系では，視

覚情報である電気的信号が大脳皮質の視覚の中枢に到達し，これらがさらに処理
B 

されることにより，対象物の形，色などが認識される。眼には，周囲の明るさに

適応するしくみが備わっており，これには，反射による(③)の変化と，光受
C一一

容細胞の働きの変化がある。

間(1)文章中の空欄(①)'" (⑩)に当てはまる適切な語句を解答欄に記入

せよ。なお，同じ番号は繰り返し使用されている箇所を示す。

問(2) 下線部Aについて，光以外の刺激を受容する感覚受容細胞を 2つ挙げなさ

い。
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間(3) 下線部B について，大脳の視覚の中枢にあたる領域を下図の a~f より選

ぴなさい。

間(4) 文中の周囲の明るさに適応するしくみについて，下線部 Cの名称を述

べ，句読点を含め 80字以内で説明しなさい。ただし，明所から暗所に移動

した際の変化とする。
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問(5) 感覚受容器に関する以下の記述(ア~ク)より正しいものを 2つ，記号で選

びなさい。

ア.中耳には平衡感覚に関わる受容装霞があり，このうち前庭は体の傾き

を感じる役割を持つ。

イ.コルチ器では，感覚受容細胞がリンパ液の振動を機械的な刺激として

受け取り，電気的信号に変換している。

ウ.コルチ器の感覚受容細胞は求心性神経線維を中枢神経系に伸ばし，聴

覚情報を送っている。

エ.うずまき管は体の回転を感じるための構造で，体の三次元それぞれの

方向の回転運動を感知する。

オ.皮膚感覚に関わる感覚神経は有髄神経線維であり，線維全体が髄鞘で

覆われるため，効率よく電気的信号が伝導する。

カ.様々な受容器の感覚受容細胞は，それぞれの適刺激にのみ反応し，刺

激の大きさに応じた強さの電気的信号を発生する。これを「全か無かの

法則Jと呼ぶ。

キ.感覚神経は運動神経と共に体性神経系を構成している。四肢の感覚神

経は脊髄後根から中枢神経系に入る。

ク.皮膚感覚の電気的信号は小脳で仲介されて大脳新皮質に到達し，知覚

情報として認識される。
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囚次の文章を読み問日)~仇答えよ。

コケ植物やシダ植物は，生活環の中で 2つの核相が交互に現れる。このことを

(①)と言い，受精と(②)がその境界となる。また，これらは世代によっ

て形態が異なり，そのうち主なものは有性世代では(③)，無性世代では

(④)と呼ばれる。

スギゴケの胞子は発芽すると，細胞が線状に並んだ(⑤)を形成し，やがて

雌と雄の(③)になる。(③)のうち，雌のからだの上部には(⑥)が形

成されて，その中で(⑦)が成熟する。一方， (③)のうち，雄のからだの

上部には(⑧)が形成されて，その中で移動能力のある(⑨)が成熟する。

(⑦)と(⑨)が融合することにより受精が行われて，それが成長すると

( ④)になる。(④)ではやがて( ⑩)が成熟し，そこから胞子が飛散す

る。

イヌワラビの抱子は発芽して成長すると(⑪)になる。そこで受精が行われ

て，やがて成長すると(④)になる。(④)の葉には多数の( ⑫)が観察

でき， (⑫)の中の(⑩)から胞子が飛散する。

間(1) 文章中の空欄(① ) ~ (⑫)に当てはまる適切な語句を，解答楠に記

入せよ。なお，同じ番号は繰り返し使用されていることを示す。

問(2) 下線部のけつの核相Jはそれぞれ何と呼ばれるか，名称を答えよ。

間(3) シダ植物がコケ植物と異なる点について，以下のア・イについてそれぞれ

句読点を含めて 20字以内で述べよ。

ア:からだの器官の構成

イ:からだに水分や栄養分を行きわたらせる仕組み

問(4) コケ植物やシダ植物が受精を行うにあたり，配偶子にとって必要な環境条

イ牛を理由とともに述べよ。なお，解答は句読点を含めて 60字以内とする。
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間(5) 植生が遷移するにあたり，コケ植物と同様に裸地に定着するものとして地

衣類がある。地衣類はどのようなものが共生してからだを構成しているか，

句読点を含めて 30字以内で述べよ。
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回または囚のいずれかを選択のこと。

回次の文章を読み，問(岬

はね

イギリス中部では，オオシモフリエダシャクというガの霜降り模様の麹は，地

衣類に覆われた樹木の幹で休息するのに適したカモフラージュとなっていた。し

かし，産業革命時の汚染によってこの地域の樹木はススで黒くなった。その結

果，霜降り模様の個体は，黒化した樹木の幹の上では捕食者に発見されやすく
はね

なった。一方，それまでまれだった暗黒色の麹を持つ個体は，黒化した幹の上で

のカモフラージュに適するようになった。その結果，工業地帯では，汚染の影響

が大きくなると霜降り模様の個体が減少した。暗黒色の個体は 1848年に初めて

記録されたが， 1900年にはイギリス中部の汚染地帯において全てのガの 99%を

占めるようになった。以上の暗黒色の個体と霜降り模様の個体はそれぞれ「暗色
はね はね

型J，r明色型Jと呼ばれている。この麹の色の違いは，趨を暗色型にする対立遺

伝子M と明色型にする対立遺伝子血によって決まる。また，暗色型は明色型に

対して優性である。

暗iS型と明色型のオオシモフリエダシャクは無差別に交配して子孫を残す。捕

食を逃れて交配し，子孫を残すことができた成虫の集団における対立遺伝子M

の頻度を p，対立遺伝子mの頻度を q(q = 1 -p)とする。この時， この成虫集

団の次世代の暗色型と明色型の頻度はpとqを用いた数式で表すことができる。

問(1) 文章中の下線部について，下のケ)~(1ウ)の問に答えよ。

(ア) 次世代について，羽化直後における暗色型の頻度の期待値を， pとqを

用いた数式で表しなさい。

付)次世代について，羽化直後における明色型の頻度の期待値を qを用い

た数式で表しなさい。

(ゥ)対立遺伝子の頻度を用いて表現型の頻度を記述する(対と付)の数式は，

「無差別に交自己が行われている生物集団内での遺伝子頻度と遺伝子型頻度

の関係を示した理論(法則)Jに基づいて導くことができる。この理論の名

称を書け。
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間(2) 次の文中の空欄(①)~ (④)に当てはまる適切な数値または語句を

解答欄に記入せよ。(③)については，小数点第 3位を四捨五入した値を

入れよ。

捕食を逃れたオオシモフリエダシャクの成虫の集団における対立遺

伝子mの頻度qが(①)であれば(対立遺伝子Mの頻度はpであり，

p=l~q となる)，次世代のガを羽化産後に 1000個体調べた場合，観察個

体に占める明色型の個体数は 160個体になると期待される。

汚染の影響が大きい場所では明色型は鳥に捕食されるため，その生存率は

暗色型の生存率よりも 30%低い。例えば，暗色型の生存率が100%であれ

ば，明色型の生存率は 70%になる。ここで，成虫は，繁殖を終えるまで

は，鳥による捕食以外の原因で死亡することはないと仮定すると，以上の調

査において羽化産後に観察された 160個体の明色型は，捕食された後に

( ②)個体になると期待される。この時点で，捕食を逃れた全成虫(黒色

型と明色型の合計)における対立遺伝子mの頻度q'の期待値はC③)と

なる(対立遺伝子M の頻度はp'であり， p' = 1 ~ q'となる)。このように，

成虫が交配する前に鳥による捕食が起こるならば，烏による捕食で生じる

(④)によって対立遺伝子mの頻度が減少する速度を予測できることが

わかる。以上のように，個体群における対立遺伝子の頻度は(④)によっ

て変化するが， (③)が働かない場合でも，遺伝的浮動によって急速に変

化することがある。

間(3) 上の文章中の下線部の{遺伝的浮動Jと呼ばれるメカニズムを，次の語句を

全て用いて説明せよ。なお，解答欄は句読点を含めて 140字以内とする。

個体群， 交配， 次世代， 西国高子， 偶然的， 遺伝子プール，

対立遺伝子の頻度， 変動
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固または囚のいずれかを選択のこと。

囚次の文章を読み，関川に答えよ。

植生遷移には， ( ①)と(②)がある。前者は生物園が完全に破壊された

状態から始まる遷移である。後者は山火事跡地や放棄畑のように土壌や土壌中の

種子を含めた植物体があらかじめ存在ずる状態から始まる遷移をさす。伊豆諸島

の三宅島は，噴火年代の異なる噴火堆積物が島の中腹から麓にかけて分布してお

り， (①)の研究を行うのに適している。 1998年から 1999年にかけてこの島

の噴火堆積物上で行われた調査によると， 1983年に溶岩が堆積した場所ではオ

オバヤシャブシやハチジョウイタドりなどの(③)がパッチ状に生育してい

た。オオパヤシャブシは，細曹との共生関係によって形成された(④)を持

つ。(④ )の中の細菌は大気中の(⑤)を取り入れ( ⑥ )を行う。このた

め，オオパヤシャブシは，栄養塩類が之しい噴火堆積物上でも葉中の( ⑤)の

濃度を一定に保つことができる。また， (④)で固定された(⑤)は落葉な

どを通して噴火堆積物上に供給されていく。持聞が経過すると噴火堆積物上に栄

養櫨類を含む土壌が形成され， (⑥)を行わない木本類でも成長できるように

なる。三宅島で 1874年に溶岩が堆積した場所では，オオパヤシャブシととも

に，オオシマザクラ・オオパエゴノキ・タブノキが森林を形成していた。オオシ

マザクラとオオパエゴノキは明るい環境で速く成長する陽樹である。一方，タブ

ノキは陰樹であり，芽生えや幼木の(⑦)が高い。陰樹は陽樹に比べて

(⑧  )が低く，明るい環境でも成長が遅いが， (⑦)が高いために遷移が進

むにつれて多くなる。日本列島では，遷移が進むとこのような陰樹が優占する極

相林が形成されることが多い。しかし，陰樹が優占する極相林であっても陽樹は

生育しており，絶滅することはない。

問(1)文中の空欄( ①)  ~ (⑧)に当てはまる適切な語句を解答欄に記入せ

よ。
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問(2) 下線部の現象が見られる理由を 60字以内で説明せよ。

間(3) 本州では 3タイプの極相林が見られる。これらの極相林の名称を全て書

け。

間(4) 以下の文章の空欄( A )"'( C )に適切な語句または数字を入れよ。

本州で見られる 3タイプの極相林の分布は気温の条件で決まる。つまり，

( A )が( B )OC以上の月について， ( A )から( B )OCを引いた

値の積算値を( C )とすると，極相林のタイプごとに( C )の範囲が異

なる。

間(5) 本州中部太平洋側の丘陵帯において植生が極相に達した時に見られる優占

種を下記ア~クの中から 3つ選び，記号で答えよ。

ア.アラカシ イ.エゾマツ ウa シラビソ

オ.タブノキ カ.トチノキ キ.ブナ
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日次の文章を読んで，以下の設問(1)----(5)に答えよ。

地震が発生すると，地震の震源で生じた地震波が地球内部を伝わり，各地にゆ

れをもたらす。地震波が伝わる速さは地球内部を構成する物質の種類や状態に

よって変化するので，地震波の伝わり方を調べることにより，地球の内部構造を

推定するととができる。地震波の伝わり方は走時曲線を用いて調べる。走時曲線

とは，震央距離を横軸に，走時を縦軸にとって描いたグラフのととである。震源

が浅い地震の走時曲線は，陸地では震央距離 150'"300 kmあたりで折れ曲が

る。

(1) 下線部について，走時曲線がどのように折れ曲がるかを解答用紙に模式的に

描け。数値は示さなくてよい。

(2) 下線部のような折れ曲がりが観測される理由を，以下に示す語句をすべて用

いて簡潔に説明せよ。

語匂:モホ不連続面，地殻，マントル，地震波速度，直接波，屈折波

(3) 大陸地域と海洋地域での走時曲線を比べた場合，走時曲線が折れ曲がる震央

距離はどちらの地域の方が短いか。また，それは大陸地域と海洋地域での何の

違いを反映しているか説明せよ。なお，地殻とマントル内での地震波速度に

は，大陸地域と海洋地域での違いはないものとする。

(4) 地球全域にわたる走時曲線を描くと，下線部のような折れ曲がりとは異なる

特徴が現れる。 S波についてどのような特徴が現れるかと，その理由を簡潔に

説明せよ。
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(5) 走時曲線からは地球内部の地震波速度の深さ分布が推定でき，それを基に密

度の深さ分布も推定できる。地球全体を深さによって4つの部分に分けた場合

に，密度が最も大きい部分は何と呼ばれるか。また，その部分を構成する物質

は何か。
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回次の文章を読んで，以下の設問削

地球の表面の約仁田割は海洋である。海洋には海水が存在山て，そ

の海水の量は地球上に存在する水の約 l ロ) 1%である。海水の塩分濃度は場
』一回ーー_， (吋

所や深さで変化するものの，平均すると海水 100g t:約仁~gの塩分を含
んでいる。海水に含まれる塩類の約 68%は塩化ナトリウムで，次いで豆腐の製

造に用いられるにがりの主成分となる(①)が約 14%，硫酸ナトリウムが約

11%となっている。

海水と大気とはお互いに影響を与えあっている。

まず，海水は陸を形成する物質に比べて，暖まりにくく冷えにくい。このた

め，その付近の気温変化を(②)するので，海岸付近の地点と海から遠く離れ

た内陸の地点では， 1日や l年の最高気温と最低気温の差に違いがみられる。さ

らに大陸と海洋との間に季節風が発生したり，海岸地域でおだやかに晴れた日に

(③)風が発生したりするのも，海水のこの性質による。

海洋表層の海流が，南北太平洋でそれぞれ亜熱帯環流を形成したり，南極大陸

を屈んで(④)向きの流れとなっている南極周極流を形成しているのは，海面

付近を l年を通してほぼ同じ向きに吹く風に起因している。そして海流は，低緯

度地域の暖かい海水を中・高緯度地域に運んだり，中・高緯度地域の冷たい海水

を低緯度地域に運ぶことにより，熱の南北輸送を担い，海流付近の気候に影響を
(b) 

与えている。

赤道付近の太平洋東部では数年に I回程度の割合で海水の表面温度が平年より
(c) 

も2~ 50C高くなる。この現象は(⑤)と呼ばれていて，この付近ばかりで

なく日本の暖冬など，大気の循環を通じて世界の気候に影響を与えていると考え

られている。

(1) 仁田~仁日に最も適する数値校れぞれ下記より選び答えよ。

(ィ) 6， 7， 8 

(ロ) 77， 87， 97 

。ゆ O.35， 3.5， 35 
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(2) ( ① )  ~ (⑤)に当てはまる適当な語句を答えよ。

(3) 下線部(叫に関して，亜熱帯(中緯度)高圧帯は，その直下の海洋表層の塩分濃

度を濃くする方向に働くのか薄くする方向に働くのか，根拠を含めて答えよ。

性) 下線部(b)に関して，海洋だけでなく大気も熱を南北方向に運んでいる。中・

高緯度地域において，熱の南北輪送に重要な役割を担っている高層の大気の現

象を何と呼ぶか答えよ。

(5) 下線部(c)に関して，下図は太平洋の赤道における海水の月平均水温の鉛直断

面であり，等値線は海水温を示している。左図は下線部(c)の現象が生じていな

い2001年 11月，右図はこの現象が生じている 1997年 11丹の月平均水温の状

況を示したものである。この鴎を参考に，平年時に左図のような水温分布とな

る仕組みと，下線部(c)の現象発生時に右図のような水温分布となる仕組みとを

説明せよ。

400rn 
140' 
東経

1800 140' 100' 
西経

(気象庁ホームページより引用した図に加筆)
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囚次の文章を読んで，以下の設問l)~性)に答えよ。

過去の時代における海底面の水深を古水深と言う。図 lに示すように，ある時
(a)一一一

代(左図)から加の時代(右図)にかけて古水深が変化した時，その変化は二つの時

代の間に生じた「世界的な海面高度の変化J，rその地域の地盤の隆起または沈
(b) 

降J，および[水域で堆積した堆積物の厚さの変化」で説明するととができる。な

お，ここで言う「海面高度の変化Jr地盤の隆起・沈降jとは，地球の中心からの距

離の変化のことを示す。

ある地点Aでの柱状図を図 2に示す。ことでは2層の凝灰岩にはさまれた厚
(c)-ーー

さ75mの泥岩が観察された。この泥岩から産出された化石をもとに，泥岩が堆

積した当時の古水深は最下部では 25m，最上部では 100mであると推定された。

海菌

吟古水深

海底での 4
堆積 i 

の盤
降

地
沈

E
E
S
E
-
z
E
E
E
E
'
v
 

-

面

-

属海

海底面

図1 古水深変化の模式図
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凝灰岩

泥岩

砂岩

れき岩

図2 地点Aでの柱状図

(1) 下線部(司の古水深のような地質時代の環境(古環境)を推定する際には示相化

石を用いる乙とが多い。古今水深以外の古環境を示す示相化石の例を一つあげ，

その化石から推定される古環境について答えよ。

(2) 下線部(b)の世界的な海面高度の変化には，氷河の拡大と縮小が大きく関わっ

ていると考えられている。氷河の消長(拡大や縮小)と世界的な海面高度の変化

の関係について説明せよ。

(3) 下線部(c)の凝灰岩は鍵層となることが多い。凝灰岩の成因の簡単な説明も含

めて，その理由を記せ。
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(4) 図2で示したある地点A において，泥岩が堆積する間に地盤が 100m沈降

したことがわかったとする。下の文章は，地点A付近において泥岩が堆積し

ている期間の世界的な海商高度がどのように変化したのかを示したものであ

る。( イ )~( ハ )にあてはまる数値を答えよ。なお，泥が泥岩になる過

程での厚さの減少は無視できるものとする。

(文章)

まず，世界的な海面高度の変化がなかったと仮定する。泥岩の最下部は古水

深 25mで堆積し，との泥岩が堆積している聞に地点Aの地盤は 100m沈降し

ているので，泥岩堆積末期の泥岩の最下部から海面までの距離は( イ )m 

である。泥岩の厚さは 75mなので，泥岩の最上部が堆積した時の古水深は

( ロ )mとなる。ところが，泥岩の最上部で推定された古水深は 100mで

あったので，実際には世界的な海面の高さは(ハ )m上昇したことにな

る。
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囚次の設問1， rrのうち一つを選択して解答せよ。

I 次の文章を読んで、，以下の設問(l)~(3)にそれぞれ 100 字程度で答えよ。解答

の最初に(1)"'(3)の番号を書き，各設問の解答の間には l行分の空白をあけるこ

と。

20世紀初めにドイツのウェゲナーは，大陸の海岸線の形，化石の分布，氷

河の痕跡などの証拠から大陸移動説を唱えた。広い海を隔てた大陸に同じ種類

の動植物の化石が分布することの説明として，大陸をつないで存在していた陸

地が沈降して海になったためという考えがあった。それに対しウェゲナーは，

当時提案されたアイソスタシーの考えに基づき，大陸が簡単に沈降することは
(a) 

ありえないと反論した。ウェゲナーの説は，大陸移動の原動力の説明ができな

かったことなどから一時忘れ去られたが，北アメリカ大陸とヨーロッパ大陸で
(ω 

採取された岩石の古地磁気の研究によって 1950'"1960年代に劇的に復活し

た。一方，海底地形の測量から海嶺や梅溝の存在が明らかになったことから，

海洋底拡大説が生まれた。海洋底拡大説の正しさは，海洋底における磁気異常
(c)一一一一一

のしま模様の発見によって確かなものとなった。

(1) 下線部(司のアイソスタシーの考えによれば，大陸が簡単に沈降することは

ありえないと考えられるのはなぜかを説明せよ。 i

(2) 下線部(b)について，大陸移動説が岩石の古地磁気のどのような調査結果に

よって復活したのかを説明せよ。

(3) 下線部(c)について，磁気異常のしま模様の成因はどのように考えられるの

か説明せよ。
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E 質量Mの恒星Aと質量仰の恒星Bからなる連星を考える。恒星Aと恒星

Bはその共通重心のまわりをそれぞれ等速円運動しているものとする。以下の

設問(1)"-' (2)に答えよ。それぞれ(1)， (2)と番号を付してから解答用紙に解答を記

入する乙と。

(1) 万有引力の法則を用いて以下の式を導け。

ft=-Eγ(M十 例)r“生π】

ただし，恒星Aと恒星Bの距離を α，公転周期をP，万有引力定数を G

とする。

(お との連星の公転周期Pを2年，恒星Aと恒星Bの距離αを4天文単位と

する。(1)で導いた式を用いて，恒星Aと恒星Bの質量の和M+仰が太陽

質量の何倍になるかを求めよ。ただし?乙の式を太陽と地球にあてはめた場

合，地球の質量は太陽質量に比べて非常に小さいので無視できるものとす

る。
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平成27年度入学試験問題(前期)

理科問題訂正

生物 29ペ〕ジ

国間(2) 上から13'"'-'14行自

誤:捕食を逃れた全成虫(黒色型と明色型の合計)

正:捕食を逃れた全成虫(堕金i型と明色型の合計)

~ーー

地学 34ページの 1行自を以下のように訂正する口

図次の文章を読んで9 以下の設問(1)~ (のに答えよ。

↓ 

回次の文章を読んで3 以下の設問(1)~ (5)に答えよ。

ただしE 本文中の庄司は f3. 5J ， (①〉は

「塩化マグネシウムj とする。

注1)設問(1)の(ハ)及び設問(2)の①については，解答する必要はない。

注2) 当該設聞を除いて満点とする。


