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志願学部

邑
子

試験時間

部

9 : 30-.,10 : 50
(80分）

ペー ジ数

6ペー ジ

注 意 事 項
1. 試験開始の合図があるまで， この 「 問題冊子」， 「解答用紙」を開いてはいけませ
ん。
2.
この「問題冊子」は6ペー ジあります。 ペ ー ジの脱落，印刷不鮮明の箇所などがあ
った場合には申し出てください。 ホチキスは外さないでください。
3. 「問題冊子」の他に， 「 解答用紙」， 「 メモ用紙」を配付します。
4.

解答は， 必ず黒鉛筆（シャ ー プペンシルも可）で記入し， ボ ー ルペン ・ 万年筆など
を使用してはいけません。

5.

「 解答用紙」の受験記号番号欄(1枚につき1か所）

には， 忘れずに受験票と同じ

受験記号番号をはっきりと判読できるように記入してください。
「 解答用紙」の指定された箇所に記入してください。

6.

解答は， 必ず

7.

試験終了後は「解答用紙」を回収しますので， 持ち帰ってはいけません。
「問題冊子」，

「 メモ用紙」

は持ち帰ってください。
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--―このペ ー ジは白紙ーー一

-2-

--―このペ ー ジは白紙ーー一

.3.

m

以下の問いに答えよ。

(1) 113 で割ると 7 余り， 11 で割ると 10 余る負の整数のうち最大の数nを求めよ。
また， nを 100 で割った余りを求めよ。

(2) 0 は正の実数とする。 △ ABC において， 乙 B= 0, 乙 C= 20, AB= 3, AC= 2
のとき， 辺 BC の長さを求めよ。

(3) 6 辺の長さが， 次のような四面体 ABCD の体積を求めよ。
AB= 3, BC

= 3,

AC= 2, AD = 2, CD = 2, BD =�
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図

aは 1 以外の正の実数， b は実数とする。 実数xについての方程式
2x

a

+

x
2ab +b + 6 =O· · · ①

について， 以下の問いに答えよ。

(1)

，

22
a=2, b=-- のとき， 方程式①の解を求めよ。

(2) a = 2のとき， 方程式①が異なる2つの正の解をもつようなbの値の範囲を求
めよ。

(3) 方程式① が異なる2 つの正の解をもっための必要十分条件をa, b で表せ。
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困

a, b, cを正の実数，nを正の整数とする。 病気Xにかかっているかどうかを，検
査機器Yを用いて陽性，陰性で判定する。n人が検査を受けるものとして， このうち

a% の人が X にかかっている。 X にかかっている人はこの検査によって， b% の確率
で陽性だと判定できる。 また，Xにかかっていない人が陽性だと判定される確率はc
％である。 この検査を受けて陽性だと判定された人が，Xにかかっている確率をp と
する。
(1) pを求めよ。

(2) aを有病率，X にかかっていないのに陽性と判定されることを偽陽性， X にか
かっているのに陰性と判定されることを偽陰性という。Xを正の実数とする。 検
査機器Yの値段をx万円とすると，b=
る。 以下の問いに答えよ。

(i) a= 1でX�2475のとき，p��

2500
lOO(x + 50)
c=
の関係があ
x+50
x+ 100

となることを示せ。

(ii) 偽陽性となる人数と偽陰性となる人数をそれぞれa,n,xで表せ。
(iii) a,nが 一 定で，xが変化するとき，検査機器の値段と偽陽性および偽陰性と
一
なる人数の増減との関係について文章で説明せよ。 また，n,xが 定で，a

が変化するとき，有病率と偽陽性および偽陰性となる人数の増減との関係に
ついて文章で説明せよ。
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令和 2 年度（2020 年度）東北大学
アドミッションズ・オフィス入学試験（AO 入試）Ⅱ期

筆記試験②

封筒
令和元年 11 月 2 日

試 験 時 間

志願学部

歯

学

部

問題冊子数

13：00～14：20
３冊
（80 分）

注 意 事 項
1． 試験開始の合図があるまで，この封筒を開いてはいけません。
2. この封筒には，
「問題冊子」３冊，
「解答用紙」３種類，
「メモ用紙」１冊，
「定規」１個が入っ
ています。
3. 筆記試験②は，＜選択問題１＞，＜選択問題２＞，＜選択問題３＞の３冊からなります。
※ ＜選択問題１～３＞のうちから２つを選択し，解答してください。
※ ＜選択問題＞の解答用紙１枚目の所定の欄に，選択の有無を
で囲んでください。
選択する場合：

選択しない場合：

選択する

選択する

選択しない

選択しない

4.

ページの脱落，印刷不鮮明の箇所などがあった場合には申し出てください。問題冊子のホチキ
スは外さないでください。
5． 解答は，必ず黒鉛筆（シャープペンシルも可）で記入し，ボールペン・万年筆などを使用して
はいけません。
6．
「解答用紙」は１枚につき１か所の所定の欄に，忘れずに受験票と同じ受験記号番号をはっきり
と判読できるように記入してください。選択しない科目の解答用紙にも受験記号番号を記入して
ください。
7． 解答は，必ず「解答用紙」の指定された箇所に記入してください。
8． 試験終了後は，
「解答用紙」は全て回収しますので持ち帰ってはいけません。
本封筒，
「問題冊子」及び「メモ用紙」は持ち帰ってください。
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--―このペ ー ジは白紙―--
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ビ］水平でなめらかな床の上に，半径rの円筒形の穴があいた質量Mの物体 A が
置いてある。図lはその鉛直断面で，円の中心0は物体Aの重心に一 致する。穴
の内面はなめらかであり，内面に沿う小 の運動について考える。小 の位置は
点0 から見て，鉛直下向きから小球までのなす角を反時計回りに測った0で表
球
球
すものとする。小球の大きさおよび空気の抵抗は無視でき，重力加速度の大きさ
をgとして，以下の問1 ,,...,__,問8に答えよ。解答は解答用紙の所定の場所に記入
せよ。また，特に指示がない場合には，結果だけでなく，結果を導くまでの過
程も記せ。
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〔I〕物体Aが床に固定されている場合について考える。 図2のように， 点0
と同じ高さの点Pから小球B (質量m 1 ) を速さ Vo で鉛直下向きに打ち出
したところ， 小球Bは最下点Qに静止している小球C(質量m2 )に衝突し
て， 衝突後， 小球Bと小球Cは互いに反対向きに動き出した。 v
。 を大きく
すると， 2つの小球はいずれも面から離れることなく上昇し， 最高点Hで
再び衝突した。 小球Bと小球Cが衝突するときのはねかえり係数をeとす
る。 衝突する直前および直後の2つの小球の速度は図2の右向きを正とす
る。

図2
問1

小球Cに衝突する直前の小球Bの速度 V を，

Vo, r,

gを用いて表せ。

問2

最下点Qで衝突した直後の小球Bの速度 V1 および小球Cの速度 V2 を， そ
れぞれv, m i , m2 , eを用いて表せ。

問3

小球Bと小球Cがそれぞれ点Qから点Hまで運動する間， どの瞬間にお
いても小球Bの床からの高さと小球Cの床からの高さは同じであった。 m 1
とm2 の間に成り立つ関係式を， m 1 , m2 , eを用いて表せ。

問4

問3で求めた関係式が成り立つとき， 小球Bと小球Cが点Hで再び衝突
するためには V。 はある値 U 以上でなければならない。 V。 の最小値 U を，r,
g, eを用いて表せ。
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問6 0o が十分小さい場合， 小球は水平な 一 直線上を単振動すると見なすこと
ができる。図5のように， 小球 が点Sを通過する瞬間の， 小球の点Qからの
円弧にそった変位を XI (右向きを正とする）とし， 点Qを原点x = Oとする
水平右向きのx軸を物体Aに固定すると， 0oが十分小さい場合， 円弧にそっ
た変位 X1は小球のx座標と考えてよい。以下，0oが十分小さい場合について
考える。物体Aとともに運動する観測者から見た， 点Sにおける小球の加速
度aを， m, M, r, X1, gを用いて表せ。

X

図5

問7

小球の単振動の周期Tを， m, M, r, gを用いて表せ。

問8

小球と物体Aからなる物体系には水平方向に外力がはたらかないので，
床から見ると， 物体系の重心の位置は水平方向に変位しない。 床から見た
小球の単振動の振幅Lを， m, M, r, Boを用いて表せ。
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区］

振動数が 1o の音を発しながら音源が水平面上の x 軸にそって移動するとき，
音源が発した音をx軸上の原点x = Oに静止している観測者が聞く。 無風状態で
空気中を伝わる音の速さをVとして，次の 〔I〕， 〔II〕 の場合について考える。
〔I〕，〔II〕のいずれの場合も無風で，音源の速さは音の速さVよりも小さい。
観測者の大きさと音源の大きさはそれぞれ無視できるものとして，以下の
問1 ,..,_, 問8に答え よ。 解答は解答 用紙の所定の場所に記入せよ。 また， 結果
だけでなく， 結果を導くまでの過程も記せ。

〔 I 〕図 1 のように， 時刻t = 0 にx軸上のある点を通過した音源 S が，x軸の
正の向きに一 定の速さvで移動している。音源がx軸上の点Aから点Bまで
動く間に発した音を， 原点に静止している観測者0が聞く。 点Aの座標を X1
(x1 >O),

音源が点 A を通過する時刻を

!1,

点 B を通過する時刻を tげ Llt1 とす

る。
音源 s

観測者0

゜

象

問1

問2

A

V

I

) X

I

X1

図1

音源が点Aにおいて発した音が観測者に達する時刻f2を， X1,
いて表せ。

!1 ,

V を用

音源が点Aから点Bまで動く間に発した音を観測者が観測する時間
L1t1 ,

問3

品一

t= 0

V , .

Vを用いて表せ。

観測者が聞く音の振動数 f を，

L1T1,
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L1t1 ,

Jo

を用いて表せ。

L1T1 を，

〔 n 〕原点に静止していた音源Sが t= 0に原点を出発し， 図2の ように，x軸
の正の向きに 一 定の加速度 a (a>O) で移動している。 音源が x 軸上の点 c
から点Dまで動く間に発した音を，原点に静止している観測者0が聞く。音
源が点Cを通過する時刻を(3, 点Dを通過する時刻をtげL1t3とする。音源の
速さが音の速さVよりも小さい範囲で考えるものとする。

品一

音源S

c

灸゜

観測者0

D

➔ X

図2

を，t3, L1t3 , a, V

問4

音源が点Dにおいて発した音が観測者に達する時刻
を用いて表せ。

問5

音源が点Cから点Dまで動く間に発した音を原点で観測者が観測する時間
AT2を，t3 , L1t3 , a·, Vを用いて表せ。

問6

音源が点Cから点Dまで動く間に発した音が原点に達するとき，原点の

(4

媒質（空気）が単位時間当たり振動する回数をn回とする。nを，!3, At3 ,
Jo, a, Vを用いて表せ。

問7

点Dを点Cに近づけ，CD間の距離を十分小さくとれば，観測者が聞く音
は音源が点 C で発した音と見なすことができる。問 6 の結果を用いて，音源
が点Cで発する音が観測者に達するときに観測者が聞く音の振動数五を，
/3 , /o, a, Vを用いて表せ。

問8

時刻tに観測者が聞く音の振動数几を，t,
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Jo,

a, Vを用いて表せ。

B2
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——–このページは白紙——–
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——–このページは白紙——–

–3–

1

イオン化傾向についての実験１と２をおこなった。この実験について記した次の文を読
み，それぞれの問いに答えなさい。

三つの元素 M1 ，M2 ，M3 の硝酸塩を溶かした水溶液がある。それぞれ S1 ，S2 ，S3 と表
記する。また，三つの元素 M1 ，M2 ，M3 の単体である金属片がある。それぞれを M1 ，M2 ，

M3 と表記する。
＜実験１＞
金属片 M1 ，M2 ，M3 を水溶液 S1 ，S2 ，S3 に浸したときのようすを観察した。その結果
を表１に示す。金属片に変化が見られた組み合わせには○印を，見られなかった組み合わ
せには×印を記した。
表１ 実験１の結果

S1

S2

S3

M1

×

○

○

M2

×

×

×

M3

×

○

×

＜実験２＞
図１のように，シャーレにろ紙を敷き，0.5 mol/L 硫酸をろ紙が湿る程度にしみ込ませ
た。その後，図２のように，このろ紙の上に金属片を２つ並べ，２つの金属板の間の起電
力を測定した。

図１

シャーレの準備

図２
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起電力の測定

起電力は次の３種類の組み合わせで測定した。

⃝
1 （M1 ，M2 ）

⃝
2 （M1 ，M3 ）

⃝
3 （M2 ，M3 ）

問 1 実験１の結果をもとに，金属元素 M1 ，M2 ，M3 について，イオン化傾向の大きい順
に，解答欄に並べなさい。
問 2 実験２における⃝
1 ，⃝
2 ，⃝
3 のそれぞれの場合において，負極となる金属をそれぞれ
の解答欄に記されているものより選び，それを○で囲みなさい。
問 3 実験２において，同じ大きさ，同じ厚さの金属板を用いて，⃝
1 ，⃝
2 ，⃝
3 の起電力を
比較した。このとき，最も大きな起電力の値を示した組み合わせは⃝
1 ，⃝
2 ，⃝
3 のい
ずれであるのか，解答欄のその番号を○で囲みなさい。
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2

水酸化鉄 (III) コロイドの生成と性質について，実験１から順に実験 6 までをおこなった。
次の文を読み，下記の問いに答えなさい。

実験１

200 mL のビーカーＡと B に，それぞれ純水 100 mL を入れた。ビーカーＡの純水
に飽和した塩化鉄 (III) 水溶液 0.5 mL を加えてかき混ぜた。次に，ビーカーＢの純
水を加熱して沸騰させながら，飽和した塩化鉄 (III) 水溶液 0.5 mL を少しずつ加え
た。加え終わってから 1 分後に加熱をやめた。このとき，ビーカーＢの中では次の
化学反応式で示す変化が生じた。
ア
実験２
断面が長方形で透明な２つの容器に，ビーカーＡの水溶液とビーカーＢの水溶液を
それぞれ 20 mL 入れて，それぞれの容器の横から水溶液にレーザー光を当てた。
実験３
図 1 に示すように，ビーカーＢの水溶液 50 mL を半透膜でできたチューブ C に入
れた。 200 mL のビーカーＤに純水 100 mL を入れ，この純水にチューブＣを浸し，
よく振り動かした。

図 1: 実験３
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実験４
ビーカーＤの水を少し取り，

イ

色のリトマス試験紙に付けると

ウ

色に変化した。また，ビーカーＤの水を試験管 に 5 mL 取り，これに硝酸銀水溶液
を加えたところ，白濁し，沈殿が生じた。この沈殿の化学式は

エ

である。

沈殿に日光を当てると紫色になり，十分な時間，日光を当ると黒色に変化した。こ
れは沈殿が

オ

に変化したためである。

実験５
チューブＣ内の水溶液を試験管Ｅ，F，G に 5 mL ずつ入れた。次に，試験管Ｅに
は 0.1 mol/L の塩化ナトリウム水溶液 5 mL，試験管 F には 0.1 mol/L の塩化カル
シウム水溶液 5 mL，試験管 G には 0.1 mol/L の硫酸ナトリウム水溶液 5 mL を加
えたところ，試験管 G でのみ，沈殿が生じた。この変化を

カ

という。

実験６
試験管 H にチューブＣ内の水溶液を 5 mL 入れ，さらに 1% ゼラチン水溶液を

1 mL 入れてよく振り混ぜた。ここに 0.1 mol/L の硫酸ナトリウム水溶液 5 mL を
加えたところ，沈殿は生じなかった。

問 1 文中の空欄

ア

に適する化学反応式を解答欄に書きなさい。

問 2 実験２において，レーザー光の光の筋が見えるのはＡ，Ｂいずれのビーカーの溶液
を入れた方か，解答欄 (1) より選び，○で囲みなさい。また，このような現象を表
す用語を解答欄 (2) に書きなさい。
問 3 文中の空欄

イ

から

カ

に適する語句や化学式を解答欄に書きな

さい。
問 4 実験５において，硫酸ナトリウム水溶液を加えたときだけ沈殿が生じた。このこと
から，水酸化鉄 (III) コロイドについてどのようなことがわかるか，わかることを理
由とともに答えなさい。
問 5 実験６について，つぎの (a) と (b) に答えなさい。

(a) ゼラチンのような働きをするコロイドを何というか，その名称を書きなさい。
(b) ゼラチンを用いると，なぜ，沈殿が生じなくなったのか，その仕組みを書きな
さい。

–7–

3

炭酸塩の性質を調べる実験について，次の文を読み，下記の問いに答えなさい。
実験１
ビーカーに薄めた石灰水 50 mL を入れ，1) 二酸化炭素を通すと液は白濁した。さら
に，十分な時間，二酸化炭素を通したところ，2) 溶液は無色透明となった。この透
明になった溶液を試験管Ａ，B，C に 5 mL ずつ入れた。
実験２
試験管Ａの溶液に 0.1 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液を少し加えた。
実験３
試験管 B の溶液に希塩酸を 1 mL ほど加えた。
実験４
試験管 C の溶液を煮沸してから，水冷した。

問 1 実験１において，下線 1)，2) で生じた化学変化を表す化学反応式をそれぞれ解答
欄 1)，2) に書きなさい。
問 2 実験２の結果として適するものを次の (1) から (3) より１つ選び，解答欄の番号を○
で囲みなさい。また，その番号を選んだ理由を書きなさい。必要ならば，説明のた
めに化学反応式を用いてもよい。

(1) 沈殿が生じた

(2) 気体が発生した

(3) 変化は見られない

問 3 実験３の結果として適するものを次の (1) から (3) より１つ選び，解答欄の番号を○
で囲みなさい。また，その番号を選んだ理由を書きなさい。必要ならば，説明のた
めに化学反応式を用いてもよい。

(1) 沈殿が生じた

(2) 気体が発生した

(3) 変化は見られない

問 4 実験４の結果として適するものを次の (1) から (3) より１つ選び，解答欄の番号を○
で囲みなさい。また，その番号を選んだ理由を書きなさい。必要ならば，説明のた
めに化学反応式を用いてもよい。

(1) 沈殿が生じた

(2) 気体が発生した
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(3) 変化は見られない
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囚

次の文章を読み，以下の問1-5に答えよ。

l

ヒトの生体には、 外界からの異物の侵入を防ぐことや体内に侵入した異物を排除する［戸二 があり、ヒ
トの恒常性を維持するシステムの

一

一

部をなしている。体外からの第 の防御として、 物理的防御および

[2ニlが様々な異物の侵入を物理的

一

化学的防御がある。物理的防御の つとして、皮膚の最外層である

□と死細胞 からなり病原体の侵入を防ぐ。化学的防御としては、汗や涙に

に阻止する。［三二］は、［互

含まれる［三］という酵素があげられる。 この酵素が、 細菌の［王コの構成成分を分解することで細菌

l

を破壊し防御している。体内に侵入した病原体の排除には、免疫があり、自然免疫と［亙二 に分けられ

[1コにより異物を細胞内に取り込み、消化・分解すること

る。自然免疫は、好中球などの食細胞による

で排除する。自然免疫で働く細胞が病原体を認識する部位はQ二］と呼ばれており、相当数の種類の病

原体を認識することができると考えられている。
問1亡乞］寸二乞］にあてはまる適切な語句を記せ。
問2

ウイルスは、［王］の存在のため体表から侵入することが困難である。その理由を20字以内で記

せ。
問3 抗原抗体反応が起こるかどうか二重免疫拡散法でみることができる。これは抗原抗体反応の特異性
を生体外で調べる技術である。固めた寒天ゲルに穴を開け、抗原と抗体（血清）を別々に加え、それぞれ
が拡散し、抗原抗体反応が起これば、混じり合ったと ころに沈降線ができる。この方法では、多種類の抗
原と抗体（血清）を同時に調べることが可能である。この方法を用いて以下の実験を行った。なお、以下
の実験1 ---3においては、抗原を接種した場合、必ずその抗原に対しての抗体ができたものとする。
実験1 : 野生型マウスより採血を行い、血清aを得た。
実験2 : 野生型マウスに抗原Xを接種し、1ヶ月後に採血を行い、血清b を得た。
実験3 : 野生型マウスに抗原Xと抗原Y を同時に接種し、1ヶ月後に採血を行い、血清cを得た。
(i}穴1-5のそれぞれに対して、抗原x、抗原Y、血清a、血清b、血清 C のいずれかを、 一種類ずつ入
れたところ、図1の ような沈降線が得られた。穴1-5にあてはまるものを記せ。ただし解答の組み合わ
せは一つ とは限らない。
図l
①

④

I

-"
③

②

⑤

解答例：①血清a

②抗原 x ③抗原Y

⑤血清c
④血清b
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(ii)また、以下のと おりそれぞれを各穴に入れた場合、どのような沈降線が得られるか描け。
抗原x
＋

抗原Y

血清c

血清a

問4 マウスを用いた移植の実験の際、非自己と認識された場合、細胞性免疫が働き、移植したものは排
除されてしまう。移植の研究でよく使用されるヌ ー ドマウスは、胸腺が著しく劣化あるいは欠損してい
る。このためヌ ー ドマウスは、免疫不全状態にあり、感染、免疫、白血病、癌、a 王�などの研究に多
く使用され、それらのメカニズムの解明に役立ってきた。このマウスを用いて以下の実験4-7を行った。
実験 4: L 系統の正常マウスの皮膚を M系統のヌ ー ドマウスに移植したと ころ皮膚は脱落せずに定着し
た。このM系統のヌ ー ドマウスにM系統の正常マウスの胸腺を移植した後、L系統の正常マウスの皮膚を
移植したところ脱落した。
実験5:M系統の正常マウス①、M系統のヌ ー ドマウス②、およびM系統のヌ ー ドマウスに M系統の正常
マウスの胸腺を移植したマウス③に、ある細菌から精製した抗原 S を注射し、それぞれのマウスから血
清を採取した。
実験6:M系統のヌ ー ドマウスに、ッ線を照射し、骨髄細胞を除去後、M系統の正常マウスの骨髄を移植
した。その後、L系統正常マウスの皮膚を移植した。また、さらに抗原Sを注射した。
実験7:M系統の正常マウスに、ッ線を照射し、骨髄細胞を除去後、M系統のヌ ー ドマウスの骨髄を移植
した。その後、L系統正常マウスの皮膚を移植した。また、さらに抗原Sを注射した。

u

(i)以下の［互］叶二三］にあてはまる適切な語句を記せ。
自己と非自己の識別は、自己に固有な

□

二枷 一致するかしないかで判断している。そのため、同じ系

統のマウス［互 ］が 一 致するマウス）の皮膚を移植すると皮膚は定着するが、他系統（［三コが 一 致
しないマウス）の皮膚を移植すると拒絶反応を起こして脱落する。
実験4では、M系統のヌ ー ドマウスの末熟な［三二枷M系統の正常マウスの［王二］で成熟し、細胞性免
疫が起こったため、L系統の正常マウスの皮膚を移植したところ脱落した。

□

実験5では M系統のヌ ー ドマウスの、［三］が活性化されないので、［三二］が活性化されず［三 の産
生が起こらないが、正常マウスの［王二］を移植することで、未熟な［三二］が成熟し、［三］を活性化す
るために抗原Sに対して、［三］が産生された。
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回

次の [I] 、 [Il] の文章を読み、以下の問に答えよ。

[I J
ある環境の中で、生命を維持して生活する生物の基本単位は個体であるが、すべての生物個体は、単独
では生活できず増殖などの活動と相互関連をもちながら集団としての営みを行う。同 一地域における同

l

l

ーの生物種で構成される生物集団のことを、［三二 という。また、［戸二 を構成する各個体が何らかの
一

関係をもって集まり、統 的な行動をするとき、①その集まりを「群れ」と呼ぶ。
ある 一 定地域には、植物だけではなく、多くの動物・菌類・細菌類などが互いに密接な関係をもって生
息しており、全体として一 定のまとまりをつくっている。 そのような生物の集まりを
［了］という。［王］を構成する生物種のうち、 個体数や生物体量の最も多い種を［亙二］といい、 この

[I]を特徴づける重要な種類となる。

生物種が、 その

l

ある地域での単位空間当たりのそれぞれの［三二］の個体数を［三二 という。動物の［戸二］は、 生息す
る空間や食物などの資源に制限がなく、お互いの影響がないという仮想的な条件下では、 個体数は指数
関数的に増加を続ける。しかし、シャ ー レなどの 一 定の空間内で、一 定量の食物を定期的に供給するよう
にして［戸コを飼育すると、［三コが増加するにつれ、 ②出生率の低下、生存率の低下がおこり、

[z]

の成長が抑えられたり、③個体の性質に変化が生じる。このような現象が［三コの違いによりおこるこ
とを［王］という。［王］を検証するために以下の実験を行った。
《 実験

大きさがほぼ同じアズキの種子20gを入れた同じ大きさのシャ ー レをいくつも用意し、

》

その中にヨツモンマメゾウムシの成虫をさまざまな個体数で放した。そのとき、雌と雄の比は1 : 1にし
た。シャ ー レに放した成虫は約10日で死滅し、 その約10日後から子世代の成虫が種子から出てきた。
シャ ー レに放した親世代の雌成虫の個体数と子世代の成虫個体数の関係は図1のようになった。
※ ヨツモンマメゾウムシの雌成虫は、アズキなどの豆類の種子の表面に産卵する。ふ化した幼虫は、種
子の内部を食べて成長し、サナギになり、 成虫となって種子から出てくる。

子世 代 の 成 虫 値 体 敷

300
250
200
150
100
50

問1

4

図1

゜

8 12 16 20 24 28 32 36 40 44
●世代の雌成虫個体薮

空欄ア～オにあてはまる適切な語句を記せ。

問2 下線部①について、 「 群れ」をつくることにより、 その生物にとってさまざまな利益がある。どの
ような利益が考えられるか。それぞれ20字以内で3つ記せ。
問3 下線部②について、仮想的な条件下では、個体数は指数関数的に増加するが、一定の空間で飼育す
るとなぜ「出生率の低下、生存率の低下」がおきるのか。その理由を それぞれ20字以内で2つ記せ。
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問4

この実験を第2世代以降も続けた場合、 個体数はどのようになると考えられるか。
適当なものを①～④から選べ。

問5

①

個体数はいったん減少するが、 その後増加し続ける。

②

個体数はいったん増加するが、 その後減少し続ける。

③

個体数は大幅な増加と減少を交互に繰り返す。

④

個体数はほぼ変化しなくなる。

(i)トノサマバッタはしばしば大発生を起こす。 下線部③にあるような変化が同 一 種の形態や行動
に生じることを何というか記せ。
(ii)トノサマバッタの孤独相と群生相の特徴を下表にまとめた。 空欄にあてはまる語句を記せ。
孤独相

群生相

産卵数

①

②

卵の大きさ

③

④
⑥

後肢

⑤
長い

短い

集合性

ない

強い

項目

前翅

問6

下線部②とは反対に、 単位空間当たりの個体数の増加が増殖率の増加を促進する現象は何とよ
ばれているか記せ。
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田次の英文を読んで以下の問いに答えなさい。
In the year 2000., *the CDC announced that *measles had been eliminated from
the U.S. This was a fantastic public health achievement, made possible by the
measles *vaccine, which is 99% effective and which has vir.itually no side effects.
(1)

Unfortunately, measles is back. Just last week, the CDC announced that

we've had at least 695 cases this year, the most since 2000, primarily from 3 large
outbreaks, one in the state of Washington and two in New York. Because the CDC's
surveillance is far fro1n perfect., the true number of measles cases is likely much
higher. And we're only four months into the year.
Also this week, UCLA and California State University, Los Angeles had to
isolate over 700 students and staff members ,vho were exposed to measles from an
outbreak in the Los Angeles area. At UCLA, one student�ho had measles attended
multiple classes while still infectious, exposing hundreds of others to the highly
infectious virus, according to a message from the university's chancellor.
No one has died as of yet, but if we don't end these outbreaks,

(2)

its only a

matter of time before someone will. die. Measles has a fatality rate of 0.2%, or 2
deaths per thousand cases. That may sound small, but it's truly frightening when
you consider that the U.S. had an estimated 500,000 cases per year before the
vaccine was introduced in 1963.
Given the risks of measles, and given the remarkable effectiveness and safety
of the vaccine, why don't people vaccinate their children? The primary reason is
simple: it's the highly vocal, supremely confident> and utterly misinformed anti
vaccine movement. Anti-vaxxers (people who are opposed to vaccination) spread
their message daily on Facebook, Twitter, websites ., and other media outlets. They
have launched systematic efforts throughout the U.S. and in other countries to
convince parents not to vaccinate their children, claiming that vaccines cause a
variety of harms, none of which are correct.
In one of the two outbreaks in New York, anti-vaxxers distributed highly

-4-

misleading pamphlets in an effort to convince parents in an ultra-religious Jewish
community not to vaccinate their kids. The anonymously-published pamphlet \Vas
"filled with wild conspiracy theories and inaccurate data," but it seems to have
worked, as least among some of the parents.
(3)

The anti-vaccine movement is also behind the state-b -state effort to allow

arents to o t out of vaccinations for their children in ublic schools. We're finally
seeing some states roll this back, but it is still far too easy for parents to claim an
"ethical" or "religious" exception, allowing them to put their unvaccinated kids in
school and thereby expose countless other children to measles and other
preventable diseases. Anti-vax websites provide how-to instructions telling parents
how to get exception for their kids, and a small number of anti-vax doctors readily
dispense large numbers of anti-vax exception. This needs to end.
(4)

The modern anti-vaccine movement started in 1998 with a false paper about

the measles, *mumps, and *rubella vaccine, published by a former doctor who lost
his medical license after the fraud was revealed. The lead author was eventually
revealed to have taken large sums of money from lawyers who were trying to build
a case to sue vaccine makers. That same ex-doctor is now a hero to the anti-vax
movement, and he travels the world spreading his toxic message. He's even made
an anti-vax movie.
I sincerely hope we won't see any children die before the anti-vaccine
movement finally goes away. The measles vaccine was a miracle of modern
medicine, and it's been administered safely to hundreds of millions of people.
Measles is a dangerous illness, .but we can prevent it.
一
（Reprinted
from "Measles
Is Back.
BlameApril
The Anti-Vax
Movement."
by Steven
Salzberg. From
"Measles
Is Back"
29, 2019,
Forbesより
部改変）
（出典：

Forbes.com.Copyright© 2019 Forbes. All rights reserved. Used under license.一部改変）
the CDC: アメリカ疫病管理予防センタ
vaccine : ワクチン

ー

mumps: おたふくかぜ
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measles : はしか
rubella : 風疹

問1

筆者は何が下線部(1)の原因であると考えているか， 本文中から筆者が
原因だと考えていることを表す単語を2,......, 3語で書き出しなさい。 また
その具体的な内容について， 本文に即して2点述べなさい。

問2 なぜ下線部(2)のように言うことができるのか， 理由を説明しなさい。
問3 下線部(3)を日本語に訳しなさい。
問4

下線部(4)について， どのようなできごとが起きたのか，70字程度（句
読点を含む）で概略を述べなさい。
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困次の英文を読んで以下の問いに答えなさい 5
The results of several animal studies have consistently demonstrated that
*aerobic exercise is effective in improving memory and *cognition. However, the
data in humans are less straightforward and not all results are consistent. The
majority of studies have shown that, throughout their lifespan, from young children
to the elderly, higher levels·of fitness are associated with better performance on
cognitive tasks. For example, children of 9-10 yr (years) of age completed
cognitive tests and were compared with young adults (between 18 and 30 yr of age).
Children with the highest levels of aerobic fitness were *statistically similar to
young adults, whereas lower levels of fitness corresponded to lower accuracy and
slower response speed. The more fit children also demonstrated different brain
activation patterns, as measured by functional MRI, compared with less fit children,
reinforcing the idea that exercise and physical activity are potent *modulators of
brain structure and function at early ages. In a randomized control trial, children
aged 7-9 yr of age were randomly assigned to a 9-mo(months)physical activity
program or a waitlist. Children in the exercise group demonstrated greater
executive control compared with children in the waitlist group. Moreover, the
improvements in cognitive function were positively correlated with intervention
attendance.
The level of fitness or amount of physical activity during childhood and
youl'tg

adult

years likely

exerts

lasting

effects

on

the

future

risk

of

cognitive*impairment. o) A recent study by Nyberg et at demonstrated that fitness
levels (low, medium, or high) at the age of 18 yr old·predicted the. risk of *MCI
and dementia 42 yr later in men. These results were true even when the
*intelligence quotient was considered and after adjustment for traditional risk
factors for MCI. Therefore, low aerobic fitness at the age of 18 yr old emerges as
a potential risk factor for future cognitive deficits.
-8-

While such data does not yet exist in older \vomen, there is a positive
association between aerobic fitness and overall cognitive function after controlling
for risk factors. When divided into sedentary versus fit women, there was a
significant difference in cognitive scores between the two groups, with fit wo.men
having better cognition. Additionally, higher aerobic fitness ,vas associated with
greater cerebral blood flow, as measured by *transcranial Doppler in these older
women.

(2)

This was the first stud to link aerobic fitness to both * cerebrovascular

function and co nition·indicatin

that blood flow re ulation ma

be a ke

mechanism underl in the beneficial effects of exercise on co nition.
These associations are not just apparent in healthy adults. Baker et al. enrolled
MCI patients into a 6-mo trial of either stretching or aerobic exercise. Women in
the aerobic training group improved their cognitive scores relative to the stretching
control group. However, there was no difference between exercise groups in men.
The study by Baker et al. investigated two forms of exercise, aerobic and stretching,
and found aerobic exercise to be superior. This brings up the question concerning
what exercises are beneficial for improving cognitive function.

（
Reprinted
from
in Physiological
Education
"Exercise,
cognitive
function,
and aging " by
（出典：
Jill
N. Advances
Barnes "Exercise,
cognitive
function,
and
ageing"
Adv. Physiol.

Jill N. Barnes,The American Physiological
Society.Copyright © 2015, The American Physiological
一
部改変）
Society 一部改変）

Educ. 39: 55-62, 2015より

aerobic : 有酸素の
cognition : 認知
statistically : 統計学的に
modulator : 調整するもの
impairment : 障害
intelligence quotient : 知能指数
MCI and dementia : 軽度認知障害と認知症
transcranial Doppler : 経頭蓋ドップラ

ー

検査（脳の血流状態を知る検査方法）

cerebrovascular : 脳血管の
-9-

問 1 9-.... 10 歳の子供に運動がもたらす影響を本文に即して 2 点述べなさい。
問2

下線部(l)Nybergらの研究はどのような内容で， 何を明らかにしたか
説明しなさい。

問3

下線部(2)を日本語に訳 しなさい。

問4

これまで日常的に運動をあまり行ってこなかった新入生に大学生活
でどのような運動を勧めるか，本文を参考にあなたの考えを 160 字か
ら 200 字（句読点を含む）で述べなさい。
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このページは白紙

- 11

細

固次の英文を読んで以下の問いに答えなさい。
Robert Sorge was studying pain in mice in 2009, but he was the one who
ended up with a headache.
At McGill University in Montreal, Canada, Sorge was investigating how
animals develop an extreme sensitivity to touch. To test for this response, Sorge
sticked the paws of mice using fine hairs, ones that wouldn't ordinarily bother
them. The males behaved as the scientific literature said they would: they pulled
their paws back from even the finest of threads.
But females re�ained stoic to Sorge's gentle attacks. "It just didn't work
in the females," recalls Sorge, now a scientist at the University of Alabama at
Birmingham.''We couldn't figure out why." Sorge and his adviser at McGill
University, pain researcher Jeffrey Mogil, would go on·to determine that this kind
of pain hypersensitivity results from remarkably different routes in male and
female mice, with distinct immune-cell types contributing to discomfort.
Sorge and Mogil would never have made their discovery if they had
followed

(I)

the conventions of most pain researchers. By including male and

female mice, they were going against the crowd. At the time, many pain scientists
worried that females'hormone cycles would complicate results. Others stuck with
males because, well, that's how things were done.
Todayう inspired in part by Sorge and Mogil's work and spurred on by
sponsors, pain researchers are opening their eyes to the spectrum of responses
across sexes. Results are starting to trickle out, and it's clear that certain pain
routes vary considerably, with immune cells and hormones having key roles in
differing responses.
(2)

This ush is art of a broader movement to consider sex as an 1m ortant

factor in biomedical research

to ensure that studies cover the ran e of

ossibilities rather than collectin

results from a sin le· o ulation. A major
- 12 -

change came in 2016, when the US National Institutes of Health (NIH) made it a
requirement for grant applicants to justify their choice of the sex of animals used
in experiments. The discoveries in pain research are among the most exciting to
emerge, says Cara Tannenbaum, scientific director of the Institute of Gender and
Health in Montreal, part of the Canadian Institutes of Health Research. And of
Sorge and Mogil's work, she adds, -"To my knowledge, no other field of science
has identified this type of sex difference."

（
Reprinted "Why
from "Why
the sexes
don't
feelpain
pain the
the same?''March
same way" by Amber
Dance,Natureより
Nature.
the sexes
don't
feel
27, 2019
（出典：
Copyright ©2019,Springer Nature.一部改変）

一部改変）

問1

Sorgeが行った実験方法と結果を80字程度（句読点を含む）で説明し
なさい。

問2

下線部(1)はどのような方法か，

またなぜそのような方法をとったの

かを説明しなさい。

問3

下線部(2)を日本語に訳しなさい。

問4

本文を参考にして，

研究を行う時に考慮すべきことについて，

の考えを150字程度（句読点を含む）で述べなさい。
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あなた

