
 

 

Ⅰ 
（1） Ｄ 
（2） Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｇ 
（3） Ｂ，Ｆ   
（4） Ｃ，Ｄ，H 
（5） Ｆ 
（6） Ｂ，Ｄ，Ｅ 
（7） Ｂ，Ｃ，Ｄ 
（8） Ａ，Ｃ，Ｄ 
 
〔解説〕 
（3）神経繊維は軸索とほぼ同じ意味で使われることが多いが，厳密には，有髄神経の場合，「神経繊維＝軸索＋グリア細胞」である。

だが，設問に「神経繊維に存在するシュワン細胞などのグリア細胞は除外するものとする」という但し書きがあるため，この設
問では神経繊維＝軸索となる。とすると，軸索は細胞の一部であって，細胞全体ではないので C・Dは解答に含まれないことに
なる。 

（7）Ｂ：群生相のトノサマバッタでは，餌を食い尽くした後，次の餌を求めて長距離の飛行をするために翅が発達しているので，体
長に対して翅は長い。よって誤り。 

   Ｃ：ゾウリムシとヒメゾウリムシの混合培養では競争的排除が生じ，繁殖力の高いヒメゾウリムシが生き残り，ゾウリムシは絶
滅する。よって誤り。 

   Ｅ：二倍体個体では，自分と自分の兄弟姉妹の間の血縁度は 1/2（＝1/2×1/2＋1/2×1/2）である。よって誤り。    

（8）の E については下記のように選択肢が訂正されている。 
 （誤） E トル様受容体はマクロファージなどの一部の免疫に関わる細胞に存在する。 
▶（正） E トル様受容体はマクロファージなどの免疫に関わる細胞に存在する。 
「一部の」という表現が削除されているため，訂正後の選択肢は一見すると「トル様受容体はマクロファージなどの免疫に関わ
る細胞（すべて）に存在する」と言っているように見える。しかしそもそも，「マクロファージなどの細胞」という表現自体に
「一部の細胞」という意味がある。ではなぜこのような訂正がなされたのか。理由は恐らく，訂正前の選択肢は「一部の」が何
を修飾するかによって２通りに解釈できてしまうためだろう。 

解釈１：マクロファージなどの一部の免疫に関わる細胞 
解釈２：マクロファージなどの一部の免疫に関わる細胞 

解釈１ならば，たしかにトル様受容体はマクロファージ・樹状細胞など一部の細胞にしか存在しないため，この選択肢は正しい
ということになる。しかし解釈２の場合，マクロファージは自然免疫・獲得免疫の双方に関わるため，「一部の免疫」に関わる，
という表現が適切といえるかどうかの判断は難しい。こうした曖昧さを回避するために「一部の」という表現を削除したと考え
られる。よって選択肢 Eの内容は誤りではないと考えられる。 
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Ⅱ 
問１ Ｉ，Ｂ，H 
問２ Ａ，Ｄ，Ｆ 
問３ （1）Ｆ，Ｇ 
 （2）Ｃ，Ｅ，H  
問４ （1）Ｅ，Ｃ，Ｂ，Ｄ 
 （2）内，外，内 
問５ A，B，C 
〔解説〕 
問５  
Ａ：細胞質基質中でおこなわれ，グルコース 1 mol あたり差し引き 2 mol の ATP が合成される。 
Ｂ：Ａの解糖系を含む（Ａの解説を参照）。 
Ｃ：ミトコンドリアのマトリクスでおこなわれ，グルコース 1 molあたり 2 molの ATP が合成される。 
Ｄ：ミトコンドリアの内膜でおこなわれるが，この内膜は生体膜である。なお，ここでグルコース 1 mol あたり 34 molの ATP が合
成される。 
Ｅ：葉緑体のチラコイド膜でおこなわれるが，まず，このチラコイド膜は生体膜である。また，Ｅ（光化学系 II）で光から集めて電
子に蓄えられたエネルギーによって，最終的には水分子 12 mol あたり 18 mol の ATP が合成されるが，その合成は，同じチラコイ
ド膜であっても，Ｅではなく ATP 合成酵素でおこなわれる。 
Ｆ：動物の消化管の中や，有胚乳植物の種子発芽時に胚乳で生じる加水分解反応であり，ATP は合成されない。 
Ｇ：葉緑体のストロマでおこなわれるが，ここでは水分子 12 molあたり 18 mol の ATP が，合成ではなく消費される。 

問６ 61kg 
〔解説〕 
「毎時 0.8 mol の酸素が血液に取り込まれ，そのすべてがグルコースを基質とした呼吸に使われる」とあるので，呼吸に使われる 1
時間あたりのグルコースを X molとすると，呼吸の化学式より，1 mol : 6 mol ＝ X mol : 0.8 mol となり，X＝0.8/6 molと求まる。 
また，「呼吸により 1 分子のグルコースから 38 分子の ATP 合成される」とあるので，呼吸で合成される 1 時間あたりの ATP を Y 
mol とすると，1 mol : 38 mol ＝ 0.8/6 mol : Y mol となり，Y＝(0.8×38)/6 molと求まる。 
最後に，問われているのは「1 日（24 時間）」あたりの「重量（kg）」であり，「ATP の分子量は 500」とあるので，求めるべき ATP
の重量は，(0.8×38)/6 mol×500×24 時間＝60.8 kg となる。「小数第 1 位を四捨五入」とあるので，正解は 61 kg。 
なお，「体重 60 kg」という数字はまったく使わないが，ヒトが１日に合成する ATP の重量はおおよそ体重程度とされているので，
計算結果は妥当な値といえるだろう。 
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Ⅲ 
問１ Ｃ，H，Ｉ 
〔解説〕 
Ｃ：DNA 鎖のヌクレオチドを構成する塩基を構成する元素は，C・H・O・Nの 4種類。 
Ｈ：塩基配列が具体的な遺伝情報となっている。 
Ｉ：メセルソンとスタールは窒素（N）の同位体を用いて実験を行った。N は塩基の構成元素の 1つ。 

問２ （あ）Ｇ   （い）Ｂ，Ｅ   （う）Ａ，Ｄ，Ｊ 
〔解説〕 

(あ) Ｇ：DNA鎖では，隣接するヌクレオチドは糖とリン酸の間のエステル結合でつながっている。 
(い) Ｂ：糖（デオキシリボース）を構成する元素は，C・H・O の 3 種類。 
(い) Ｅ：DNA鎖の糖はデオキシリボースであり，RNA 鎖の糖はリボースである。 
(う) Ａ：問題文に「リン酸基はすべてイオン化している」とあるので，リン酸基を構成する元素は，P・O の 2 種類。 
(う) Ｄ：リン酸は DNA 鎖でも RNA 鎖でも共通。 
(う) Ｊ：リン酸基の部分で負に帯電しており，その性質により電気泳動が行える。 

問３ （1）デオキシリボース 
 （2）Ａ：イ  
      Ｂ：エ，カ 
      Ｃ：× 
      Ｄ：ア 
      Ｅ：ウ 
      Ｆ︰エ，カ 
〔解説〕 

DNA 鎖のヌクレオチドを形成している状態の糖周辺の構造式を右に示す。 
B：「リン酸」と結合しているというのを「リン酸基」と結合していると解釈して， 
  エとカを解答とした。 

 
 
 
 
 
 

問４ 22.5 % 
〔解説〕 
細菌 XのG の割合を x [%]とすると，C の割合は x [%]となり、Aと T の割合は，それぞれ x+3 [%]となる。x+x+(x+3)+ (x+3)=100
となるので，x=23.5[%] 
細菌 Xでは，A(26.5 %)，T(26.5 %)，C(23.5 %)，G(23.5 %)となり，細菌 X の[G+C]の割合は 47.0[%]となる。 
細菌 Yの[G+C]の割合は，47.0+8=55[%]となるので，[A+T]は 45[%]となり，細菌 Yの T の割合は，45/2=22.5[%]。 

問５ 2.1×10５ 
〔解説〕 

450 万塩基対で遺伝情報となり得るのは，一方の鎖のみであるので 450 万塩基分となる。 
コドンのうちで対応するアミノ酸が存在しないコドン（終止コドン）の一つ「UAA」が生じる確率は， 
(1/4)3となるので，その出現回数は 4.5×106×(1/4)3回。 
終止コドンは全部で 3通りあるので，3×4.5×106×(1/4)3=2.109…×105≒2.1×105 

となる。 

問６ ウ，ア，イ，エ  
 

隣接するヌクレオチドへ 
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Ⅳ 
問１ DNA リガーゼ 

問２ （1）Ｄ 
 （2）う 

問３ 1.2×10４個 
〔解説〕 
大問冒頭のリード文 4～5 行目に「組換えプラスミド DNA 0.02μg を，大腸菌に導入し，その 1/3の数の大腸菌を…(中略)…寒天培
地で培養した」，8 行目に「寒天培地では 80個のコロニーが形成された」とある。導入した大腸菌の 1/3 の培養で 80個のコロニーが
形成されたので，導入した大腸菌全体ではその 3 倍のコロニーが形成される。また，これは組換えプラスミド DNA 0.02μg あたり
の数字なので，組換えプラスミドDNA 1μg あたりでは，1/0.02＝50 倍のコロニーが形成されることになる。 
以上から，80×3×1/0.02 ＝ 1.2×104（個）となる。 

問４ ６ 
〔解説〕 
大問冒頭のリード文 3 行目に「3000 塩基対からなるベクターDNA」とある。図 1 から A 遺伝子断片は 5000 塩基対であることがわ
かるので，組換えプラスミド全体は 8000 塩基対である。EcoRI の切断部位は A 遺伝子断片中の 5 箇所のみである。プラスミドは環
状なので，5 箇所で切断されると 5 本の断片ができる。断片の塩基対数は長い順に 3500，1800，1200，900，600 となる。図 1の 1
～7 のうち，最長のバンドが 3000 塩基対よりも長いのは 3 と 6 のみであり，3 は 750 塩基対よりも短いバンドが 2 本あることから
除外できる。 

問５ ｃ 
〔解説〕 
大問冒頭のリード文の下線部ａには「ａ 2 mL の抗生物質Ｘ入りの液体培地で培養し」とある。問 5の問題文に「液体培地中の大腸菌
の数は 4.4×108 /mL」とあるので，2 mL の培養液中に含まれる大腸菌の数は 4.4×108×2 ＝ 8.8×108 個である。リード文の下線
部ａのあとに，「全量を 120μL を緩衝溶液に溶かした」「精製した組換えプラスミド DNA 溶液を 1μL とり」とあるので，8.8×108 
個の 1/120 を使用したことがわかる（プラスミド DNA溶液に緩衝溶液などを加えて 15μL にし，それに色素など 2μLを加えて 16
μL にした旨も書いているが，結局 120μL の 1/120 を用いて電気泳動を行ったことになるので，「15μL」「2μL」「17μL」は計算
に使用する必要はない）。また，問 5 の問題文の「2.4 ng」は 600 塩基対あたりの重量であり，組換えプラスミド DNA 全体は 8000
塩基対なので，8000 塩基対あたりの重量は 2.4×8000/600 ng となる。 
以上より，大腸菌 1 個あたりの組換えプラスミドの重量を x ng とおくと，以下の式が成立する。 
 x × 4.4×108×2 × 1/120 ＝ 2.4×8000/600  
これを解くと，x＝ 4.36×10－6 となり，最も近い選択肢はｃである（＊計算結果と選択肢の数字にズレがあるが，過去にもこのよう
なズレのある選択肢から選ばせる問題が出題されたので，ズレているのは意図的だと思われる）。 

問６ 2000，1800  
〔解説〕 

XhoI，BamHI，HindIII の切断部位，XhoI と BamHI を同時に加えた場
合，XhoI と HindIII を同時に加えた場合の切断部位は，右のようにな
る。 
・XhoI と BamHI を同時に加えた場合の DNA断片の長さ 
  2000，1500，1200，300 
・XhoI と HindIII を同時に加えた場合の DNA断片の長さ 
  1800，1100，900，800，400 
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講評 

 Ⅰ ［小問集合］（標準）：おおむね標準レベルの設問だが，（8）は訂正によって問われている内容がややこ
しくなっているため注意が必要である。 

 Ⅱ ［生体膜と代謝］（標準）：ナトリウムポンプの作用機序など，細かい知識を問う設問も含まれているも
のの，大問全体としては標準的な難易度と言えるだろう。 
 Ⅲ ［DNA］（標準）：計算の解法そのものは難しくはないもの，手数が多いため，手際の良さと注意深さの
両方が求められる。 

 Ⅳ ［プラスミド・電気泳動］（やや難）：問われている内容自体は難しくはないが，問題文の中に計算には
使用しない数字がたくさん含まれていたり，電気泳動で判別しなくてはならないバンドの数が多かったり
と，必要な情報を手早く拾い出す能力が問われる。 

 
標準レベルではあるが典型的とは言えない問題が多く，知識と計算の精度によって，点差がつきやすい出題
である。後期試験という狭き門であることを考慮すると目標は 65 % 
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解答速報
メルマガ無料登録で全教科配信！

0120-146-156
受付 9～21時（土日祝可・携帯からOK）

大阪市中央区石町 2-3-12
ベルヴォア天満橋

https://www.mebio.co.jp/

03-3370-0410
受付 8～20時（土日祝可）
東京都渋谷区代々木
1-37-14

https://yms.ne.jp/

0120-192-215
福岡市中央区渡辺通４-8-20
英進館 天神本館新2号館2階

https://www.mebio-eishinkan.com/

医学部専門予備校

福岡校

本解答速報の内容に関するお問合せは… メビオ 0120-146-156まで


