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問１ エ  
問２ ウ 
問３ 加熱，酸を作用させる，アルカリを作用させる，凍結，乾燥，高圧，撹拌などから 2 つ 
問４ ア，エ，オ 
〔解説〕 
アは実験 3 より正しい。実験 1～8 で mRNA の塩基配列を変化させて立体構造を調べたような実験はないので，これらの実験からは
イとウが正しいとはいえない。ある立体構造をもつタンパク質が別の立体構造をもつタンパク質に作用した結果，自分と同じ立体構
造に変化させることを「タンパク質の立体構造の情報がタンパク質からタンパク質に伝わる」と考えると，エは実験 5 から正しいと
いえる。オは実験 6 より正しい。実験 1～8 ではタンパク質の失活に触れているものはないのでこれらの実験からはカが正しいとは
いえない。 

問５ 実験３ 
〔解説〕 
プリオンが自己増幅する仕組みは実験 5 で明らかになったが，「きっかけ」になったのは実験 3 と考えられる。病原性プリオンと正
常型プリオンの mRNA の塩基配列もタンパク質のアミノ酸配列も全く同じということは，両方とも同じ遺伝子から発現しているこ
とが推察される。すなわち，病原性プリオンも元をたどればセントラルドグマの過程を経ている可能性が示唆される。 

問６ イ 
問７ ア，ウ，カ 
〔解説〕 
タンパク質自身が核酸の関与なくして新たにタンパク質を合成するわけではなく，遺伝子が発現して既に存在している正常型プリオ
ン（PrP - C）に病原性プリオン（PrP - Sc）が作用することによって増幅することが実験 5 からわかった。ゆえに，PrP - Sc が増幅
するためには PrP - Cの発現が必要である（ウ）。また PrP - Cの発現は DNA の遺伝情報を必要とする（ア）。また，PrP - Sc の増幅
は“直接的”にはDNAの遺伝情報を必要としない（カ）。 

問８ Ａ：自己増幅 Ｂ：病原性 PrP（プリオン）Ｃ   ：変化 
問９ Ｄ：病原性物質 Ｅ：伝染 
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問１ 突然変異  

問２ 1/8 

〔解説〕 
遺伝子型が共に Aa の夫婦から遺伝子型が aa の子供が生まれる確率は 1/4，男の子が生まれる確率は 1/2 なので， 
 1/4 × 1/2 ＝ 1/8  

問３ 1/6 
〔解説〕 
この遺伝病の原因遺伝子を a，正常な遺伝子を Aとする。 
男性⑴の初婚時の子供に患者（aa）がいるので，男性⑴が保因者（Aa）である確率は１である。 
女性⑵の兄弟姉妹に患者（aa）がいるので女性⑵の両親は共に保因者（Aa）であり，女性⑵が保因者（Aa）である確率は 2/3 である。 
遺伝子型が共に Aa の夫婦から遺伝子型 aa の子供が生まれる確率は 1/4 である。 
以上より， 1 × 2/3 × 1/4 ＝ 1/6 

問４ 1/24 
〔解説〕 
この遺伝病の原因遺伝子を a，正常な遺伝子を Aとする。 
「⑷と⑸のどちらかが保因者」であるということは，⑷と⑸の片方は保因者（Aa）でもう片方は保因者ではない（AA）ということに
なるので女性⑴の父親が保因者（Aa）である確率は 1/2であり，また女性⑴の母親である⑹は保因者ではないので，女性⑴が保因者
（Aa）である確率は 1/4 である。 
男性⑵の兄弟が患者（aa）なので男性⑵の両親はともに保因者（Aa）であり，男性⑵が保因者（Aa）である確率は 2/3 である。 
遺伝子型が共に Aa の夫婦から遺伝子型 aa の子供が生まれる確率は 1/4 である。 
以上より， 1/4 × 2/3 × 1/4 ＝ 1/24 

問５ 1/4 
〔解説〕 
この遺伝病の原因遺伝子を a，正常な遺伝子を Aとする。 
第 1 世代の男性は正常（XAY）である。第 2 世代に患者の男性がいるので第 1 世代の女性は保因者（XAXa）である。 
女性⑴は正常な父親（XAY）から XAを受け継ぐ。 
女性⑴の母親が保因者（XAXa）である確率は 1/2 であり，その場合，女性⑴が母親から Xaを受け継ぐ確率は 1/2 である。 
以上より， 1/2 × 1/2 ＝ 1/4 

問６ 1/49 
〔解説〕 

P(A) ＝ 1/4 
P(B/A) ＝ (1/2)4 ＝ 1/16（図 5より，女性⑴には息子が 4 人いるため） 
P(Ā) ＝ 1 － 1/4 ＝ 3/4 
P(B/Ā) ＝ 1 
これを問題文中の式に代入する。 

P(A/B) ＝ �(�) × �(�/�)
�(�) × �(�/�)  �  �(�̅) × �(�/�̅) = �/� × �/��

�/� × �/��  �  �/� × � = 1/49 
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問１ 適刺激  
問２ 受容体 
問３ 受容器電位 
〔解説〕 
受容器を構成する受容細胞の受容体が，音（聴覚）などの適刺激を受け取ると，まずは受容細胞の膜電位が変化するが（脱分極とは
限らず，たとえば視細胞の場合は過分極となる），その電位変化を受容器電位という。そしてその変化が刺激となって活動電位が発生
する。 

問４ （1）イ，オ 
 （2）イ 
 （3）ア，イ，オ 
〔解説〕 
（3） ウ（平衡感覚）とエ（聴覚）の受容細胞である有毛細胞では，感覚毛が機械刺激を受けることで機械依存性チャネル（機械受

容器チャネル）が開き，受容器電位が発生する。 

問５ 閾値 
問６ イ，エ 
問７ ３ 
問８ 神経筋接合部 
問９ 終板電位 
〔解説〕 
神経筋接合部におけるシナプス後電位のことを終板電位という。 

問 10 ①，③ 
〔解説〕 
問９をシナプス後電位と答えた場合は⑤も正解になる。  

問 11 （1）筋紡錘 
 （2）骨格筋  
 （3）３つ 
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問１ ａ：オ ｂ：ア ｃ：イ ｄ：エ 
 ｅ：イ ｆ：オ ｇ：ア ｈ：ア  
問２  

    #1       #2       #3       P       N    
Cre － ＋ － ＋ － ＋ － ＋ － ＋ 

568bp → ――  ――    ――    
500bp → ―― ――   ―― ―― ―― ――   

            
            

268bp →  ――  ――    ――   
 
〔解説〕 
学生 C の判定が正しかったと仮定するので，#1 はQwt/loxP，#2は QloxP/loxP，#3は Qwt/wtであると図 2の結果からわかる。Cre リコン
ビナーゼがはたらくと loxP ノックインから遺伝子 Q が切り出されるので，PCR 産物は 568bp から 268bp へと変化する。したがっ
て，#1 は 500bpと 268bp，#2は 268bp，#3 は 500bp のバンドが観察されるようになる。 

問３ ＃４，＃６ 
問４ 試料からの RNA の調製や cDNA 合成に失敗した 
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問１ Ａ：アレルギー B：アレルゲン   
問２ 抗体産生細胞 
問３ オ  
問４ MHC（クラスⅠ）分子 
問５ 自己 
問６ ア，ウ 
〔解説〕 
実験からわかることのみを選択しなければならないことに注意。  
イ．RBL細胞が化合物 Xと抗 X-IgE存在下で脱顆粒を起こすことはわかるが，ここまで詳しいことは実験からはわからないので誤り。  
エ．リード文中に，ヒスタミン非存在下での PRF による細胞溶解活性について述べられているから誤り。  
オ．ヒスタミンによる炎症反応は花粉症を及ぼすが，PRF と花粉症についての関連性についての記載はないため誤り。  

問７ エ 
〔解説〕 
実験からわかることではなく，キラーT 細胞による標的細胞傷害活性の原理と符合するものを選択しなければならないことに注意。  
選択肢イは実験からわかることではあるが，キラーT 細胞による標的細胞傷害活性の原理とはいえないため誤り。  

問８ （E）接着 
 （F）脱顆粒 
問９ G タンパク質 
〔解説〕 
「セカンドメッセンジャー」と迷うが，活性化される G タンパク質の種類（Gs，Gi, Gqなど）に応じたセカンドメッセンジャーが活
性化されることを踏まえると「Gタンパク質」が適当である。  

 
 

講評 
 1 ［プリオンタンパク］（標準）標準的な知識があれば，あとは読解力で決まる印象。 
 2 ［家系図の遺伝］（標準）問１～問５まではオーソドックスな問題で，問６は一見難しく見えるものの，
必要な情報はすべて与えられているので，丁寧に読解できれば得点できる。 

 3 ［興奮の伝導・伝達］（標準）簡単な設問と高校生物の知識では解けない設問に二極化しており，差はつ
きにくいだろう。 

 4 ［電気泳動］（標準）受験生にとって馴染みのない用語が登場するものの，問題文を正しく読解できれば
高校生物の知識で十分に解ける。 

 5 ［免疫・アレルギー］（標準）高校生物の知識では解答しきれない設問もいくつか含まれるものの，全体
としてはそれなりに得点できるだろう。 

 
 
全体的に，受験生には馴染みのない用語や内容が散見されるものの，問題文の条件や意図を正しく読解でき
れば解答できる設問が多く，読解力で差がつきそうな印象。しかし，１科目で 70 分という試験時間を考慮し
ても時間はかなりタイトだろう。目標は 65% 
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