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［26年Ⅱ期B］

薬学部・香川薬学部試験問題
〔化学Ⅰ・Ⅲ〕〔生物Ⅰ・Ⅱ〕
指示があるまで開かないこと
試験時間

9：30〜10：30（60分間）

問題冊子

1冊（表紙とも29ページ）

化学Ⅰ・Ⅱ 4〜14ページ
生物Ⅰ・Ⅲ 18〜29ページ

解答シート 化学（赤色）1枚，生物（青色）1枚
次の注意事項をよく読みなさい。
［注意事項］

1解答は，すべてマークシート方式で行います。

〔化学Ⅰ・Ⅲ〕〔生物Ⅰ・Ⅱ〕の2科目のうちから1科目を選択し，選択した
科目の解答シートを用いて解答しなさい。

2 解答シートには解答欄以外に次の記入欄があるので，監督者の指示に従って
それぞれ正しく記入し，マークしなさい。

（1）受験番号欄：受験番号（英字及び数字）を記入し，さらにその下のマー
ク欄にマークしなさい。正しくマークされていない場合は，採点できな
いことがあります。

（2）氏名欄：氏名を記入しなさい。
3 解答は，すべて解答シートの指定された解答欄にマークしなさい。例えば，
の答えが（3）であれば，次の（例）のように解答番号81の解

解答番号

答欄の③をマークしなさい。
解答
番号

解 答 欄

81 ①②●④⑤⑥⑦⑧⑨⑨
4 所定欄以外にマークしたり，記入したりしてはいけません。
5 解答シートを汚したり，折り曲げたりしてはいけません。
6 試験終了後，問題冊子は持ち帰ってもかまいません。使用しなかった解答シ
ートは回収します。
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化学Ⅰ・Ⅱ

間4 次の各分子（1）〜（5）に関する，下の問い（ア〜エ）に答えよ。

化 学 Ⅰ・Ⅱ
［Ⅰ］次の間い（間1〜4）に答えよ。［解答番号［：：：□〜［：：：≡：］］
間1次の記述（1ト（4）のうち，正しいのはどれか。一つ選べ。

（1）ヨウ素

（2）ヨウ化水素

（4）窒素

（5）アンモニア

（3）二酸化炭素

ア 単結合のみからなる分子はいくつあるか。その総数を答えよ。［：：：亘：コ

［：：：□

イ 三重結合を持つ分子はどれか。番号で答えよ。［：：：亘コ

（1）マグネシウムは二酸化炭素中で燃える。
（2）炭素は二酸化炭素中で燃える。
（3）塩化スズ（Ⅱ）は酸化されやすいので，酸化剤に用いられる。

ウ 原子間で共有されている電子の総数が最大の分子はどれか。番号で答

えよ。［：：：亘：コ

（4）白金は塩酸と反応して，水素ガスを発生する。

エ 給電子数が最大である分子はどれか。番号で答えよ。［：：：≡：］
間2 窒素酸化物に関する次の記述（1）〜（4）のうち，正しいのはどれか。

一つ選べ。［：：：至：コ

（1）一酸化窒素は水に溶けやすい。

1J誉

（3）常温・常圧において，二酸化窒素は赤褐色の気体である。

琶丁−H習うtし†〜占す

（2）二酸化窒素は水に溶解して，亜硝酸を生じる。

（4）一酸化窒素は，空気中ですみやかに還元され，二酸化窒素となる。

間3 オキソ酸に関する次の記述（1）〜（4）のうち，正しいのはどれか。
一つ選べ。

［：：：亘：コ

（1）過塩素酸と次亜塩素酸では，次亜塩素酸の方が強い酸である。

（2）硫酸と亜硫酸では，亜硫酸の方が強い酸である。
（3）十酸化四リンに水を加えて加熱すると，リン酸が生成する。
（4）塩素と水を混合すると，塩化水素と過塩素酸が生成する。
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化学Ⅰ・Ⅱ

化学Ⅰ・Ⅱ

［Ⅰ］次の間い（間1〜3）に答えよ。［解答番号［：：：亘コ〜［：：亘コ］

間3 pHが最も小さいのはどれか。次の（1）〜（4）のうちから1つ選べ。

ただし，硫酸の電離度α＝1とする。［コ亘コ
間1次の各反応a〜Cは，おもに硫酸のどの性質によるものか。それぞれ最

a 硫化鉄（Ⅱ）に希硫酸を加えると，硫化水素が発生する。［＝互コ
b 紙に濃硫酸をつけると，紙が異変する。

三滝謹領篭竜一環−−

も適切なものを，下の（1）〜（5）のうちから一つずつ選べ。

（4）0．1mol／Lの硫酸水溶液200mLに，0．01mol／Lの水酸化ナトリウム

（2）吸湿性

（4）酸化作用

（5）脱水作用

（3）不揮発性

水溶液200mLを加えたもの

妻嚢葛藍ぎ墓薫育蒜彙

間2 次の記述a〜dにあてはまる金属として，それぞれ最も適切なものを，

J一−一︼I一書遽儲項眉﹄農等速・亡

（1）強酸性

（2）0．005mol／Lの硫酸水溶液
（3）0．01mol／Lの水酸化ナトリウム水溶液

［：：：亘：コ

C 銅に濃硫酸を加えて熟すると，二酸化硫黄が発生する。

（1）0．1mol／Lの塩酸

善意√

下の（1）〜（4）のうちから一つずつ選べ。

a 希塩酸と反応しないが，硝酸と反応する。
b 王水のみと反応する。
C 常温の水と反応する。
d 常温の水とは反応しないが，希塩酸と反応する。

（1）Ag

（2）Au

（3）zn

ー 6 −

（4）K

− 7 −
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化学Ⅰ・Ⅱ

化学Ⅰ・Ⅱ

［Ⅱ］次の間い（間1〜3）に答えよ。［解答番号

間2 メタンとエタンの混合気体を標準状態で44．8Lとり，完全燃焼させる
と，6．4molの酸素が消費され，2854kJの熱が発生した。メタンの燃焼熱

間1 図のような容器内で，二酸化窒素と四酸化二窒素が平衡状態に達してい

を891kJ／molとして，次の間い（ア，イ）に答えよ。生成する水は液体

る。温度を一定に保って容器内の混合気体の圧力を増加させ，しばらく放

として考えよ。

置した。

ア 燃焼前の混合気体のメタンとエタンの物質量比はいくらか。

空欄［：：亘コ，

にあてはまる1から9までの数字を解答シー

﹂
︑−一髪■毘㍗∴∴ 豪華

トにマークせよ。ただし，最も簡単な整数の比で表すこと。

［：：亘コ：

量妥首領肇⁚jヨ︑うllヨ■

この操作後の二酸化窒素と四酸化二窒素の分子数に関する記述として，

イ エタンの燃焼熱［U／mol］として最も適切なものを，次の（1）〜（5）
のうちから一つ選べ。

（1）1260 （2）1561（3）1657 （4）1891（5）2012

最も適切なものを次の（1）〜（9）のうちから1つ選べ。

（1）二酸化窒素と四酸化二窒素の分子数は共に変化しない。
（2）二酸化窒素と四酸化二窒素の分子数は共に増加する。

間3 鉛蓄電池を20Aの電流で1時間使用したとき，負極における質量の変

化は何gか。次の（1）、（6）のうちから一つ選べ。

（3）二酸化窒素と四酸化二窒素の分子数は共に減少する。

ただし，ファラデー定数は9．65×104［c／mol］とする。

（4）二酸化窒素の分子数は増加するが，四酸化二窒素の分子数は減少する。

必要であれば，原子量は次の値を使うこと。

（5）二酸化窒素の分子数は減少するが，四酸化二窒素の分子数は増加する。

H＝1．0 0＝16 S＝32 Pb＝207

（6）二酸化窒素の分子数のみ減少する。
（7）二酸化窒素の分子数のみ増加する。

（1）17．9g増加

（2）17．9g減少

（3）35．8g増加

（8）四酸化二窒素の分子数のみ減少する。

（4）35．8g減少

（5）53．7g増加

（6）53．7g減少

（9）四酸化二窒素の分子数のみ増加する。

− 8 −
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化学Ⅰ・Ⅱ

化学Ⅰ・Ⅱ

［Ⅳ］次の間い（間1，2）に答えよ。僻苔番号［：：亘コ〜

イ 化合物Bの分子式について，空欄

〜ロ⊂］にあてはまる0

から9までの数字を解答シートにマークせよ。
間1次の記述a〜Cに関連する芳香族化合物として，それぞれ最も適切なも
のを下の（1）〜（5）のうちから一つずつ選べ。

化合物Bの分子式：C［：亘］H［：：至□0［：：至□

a 塩化鉄（Ⅲ）水溶液で青紫色に呈色する。［：至□
bトルエンの酸化により生成する。

ウ 化合物Cの化合物名として最も適切なものを，次の（1）〜（5）のうち
から一つ選べ。

［：亘コ

c さらし粉水溶液で赤紫色に呈色する。［：：亘コ
（1）トルエン

（1）フェノール （2）ニトロベンゼン
（4）安息香酸

（3）アニリン

（5）ベンゼンスルホン酸

（2）エチルベンゼン
（3）0−キシレン

（4）∽−キシレン

（5）針ヰシレン
間2 次の記述について，問い（ア〜ウ）に答えよ。

C8H6O4
「ナフタレンに触媒V205を加えて酸化すると，分子式C8H602の化合
物Aが生じる。化合物Aを加熱すると，化合物Bが生じる。一方，分子式
C8Hl。の化合物Cを過マンガン酸カリウムで酸化すると，化合物Bが生じ
る。」

化合物A

ア 化合物Aの化合物名はどれか。次の（1）〜（5）のうちから一つ選べ。

（1）マレイン酸

（2）フタル酸
（3）フマル酸
（4）安息香酸

（5）シュウ酸

ー10−
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化学Ⅰ・Ⅱ

化学Ⅰ・Ⅱ

間2 次の糖類（1）〜（5）のうち，還元性を示さないのはどれか。一つ選べ。

［Ⅴ］次の間い（間1〜4）に答えよ。［解答番号

［コ≡］

間l示性式C17H31COOHで表されるリノール酸について，次の間い（ア，
（1） グルコース

イ）に答えよ。

必要であれば，原子量は，次の値を使うこと。H＝1．O C＝12 0＝16

（2）フルクトース
（3）てルトース

ア リノール酸1分子中に含まれる炭素原子間の二重結合の数はいくつか。
あてはまる0から9までの数字を解答シートにマークせよ。

（4）スクロース
（5）スクロースをインベルターゼで加水分解した混合物

イ リノール酸だけからなる油脂0．100molに水素を付加して，飽和脂肪
酸だけからなる油脂をつくりたい。標準状態で水素は何L必要か。

〜［：：亘コにあてはまる0から9までの数字を解答シー

間3 次の記述a〜dのうち，正しいものの組み合わせはどれか。下の（1）〜

（6）のうちから一つ選べ。

トにマークせよ。

a アセトアルデヒドを酸化すると，ギ酸が得られる。

［：：亘□．［：：亘コL

b ギ酸は，アルデヒド基をもつ。
C ギ酸は，ほとんど水に溶けない。

d ギ酸は，酢酸よりも強い酸性を示す。
L」の解答が12．0の場合，

（解答例：「

は0の数字をマークすること）
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（1）（a，b）

（2）（a，C）

（3）（a，d）

（4）（b，C）

（5）（b，d）

（6）（c，d）

−13−
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化学Ⅰ・Ⅱ

間4 アミノ酸に関する次の記述a〜dのうち，正しいものの組み合わせはど

下書 き 用紙

れか。下の（1）〜（6）のうちから一つ選べ。

a アミノ酸は，その等電点においては，ほとんど陽イオンとして存在する。
b グリシンは，光学異性体を持たない。

c チロシンは，キサントプロテイン反応により，芳香環がニトロ化される。
d メチオニンは，分子内にメルカプト基を持つ。

（1）（a，b）

（2）（a，C）

（3）（a，d）

（4）（b，C）

（5）（b，d）

（6）（c，d）

−14一
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■

生物Ⅰ・Ⅱ

間2 下線部（ウ）のホルモンに関する記述として誤っているものを，次の（1）

生 物 Ⅰ・Ⅱ

〜（5）の中から1つ選び，番号で答えよ。［：：：亘：コ
（1）チロキシンは，甲状腺から分泌される。
（2）ホルモンは，血液中に分泌されて全身に運ばれる。

［Ⅰ］動物の恒常性の維持に関する次の文章A〜文章Bを読み，以下の間1〜間

4に答えよ。［解答番号［コ：コ〜［：：：亘コ］

（3）アドレナリンは，副腎皮質から分泌される。
（4）アドレナリンは，心臓の拍動を促進して，体温を上げる。
（5）ホルモンは，標的細胞にある受容体に結合することによって，その

文章A 動物は，体内の状態を一定に保つしくみをもっている。このような内部

細胞のはたらきを変化させる。

環境を一定に保とうというはたらきを恒常性とよぶ。たとえば，晴乳類や鳥類
書。

では，体温が一定に保たれているが，低温にさらされた場合には，皮膚からの

刺激が体温調節中枢である［：：≡コに伝えられる。その結果，［：ココが興奮
し，立毛筋や体表の血管を収縮させることで皮膚からの熟放射量を減少させる。
また・（ウ）

墓守
事−

文章B 体内環境を一定に維持するためにはたらいているホルモンは，その環境
に変化が生じると，生成と分泌が活発になったり不活発になったりする。図1

アドレナリン，糖質コルチコイドやチロキシンなどのホルモンの分
最

泌が促進され，⊂≡コによる物質の合成や分解が促進されたり，筋肉の収縮

青雲

は，健康なある人が食事をとった時のホルモンⅩとY，および両ホルモンの分

l登妻

豪
言重

による身ぶるいが起こることによって，熟の発生量が増加する。一方，高温に

t￥

止l

制されて熟の発生がおさえられる。

−空

−

−三

さらされた場合には，［：：≡：］のはたらきにより発汗が促進され，熱の放出量
が増加する。また，［：：亘コのはたらきにより，［：：≡コや筋肉での反応が抑

泌と関係する物質Zの血液中の濃度変化を模式的に示したものである。

【
考3重

間1上の文章の空欄⊂≡：］〜［：：≡：：］に入る語句として最も適当なものを

蓋
嘗箋尊
草

空欄⊂≡：］⊂□

宮即

（1）大脳皮質（2）小脳

堪整e甘楽召

下の（1）〜（4）の中からそれぞれ1つ選び，番号で答えよ。

（3）視床下部 （4）心臓

空欄⊂三コ［：：：亘コ

︵型東軍︶

孟笥

、−′【傷−l貞童呈亨曹t一l主管ーエ廿mガ封引

（1）運動神経（2）交感神経（3）副交感神経（4）大脳皮質

空欄［：：≡コ［：：：亘コ

（1）肝臓

（3）すい臓

（2）腎臓

（4）大腸

〉

時間経過
空欄［：：亘コ［：：互：：］

（1）運動神経（2）交感神経（3）副交感神経（4）大脳皮質
−18−

図1
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生物Ⅰ・Ⅱ

生物Ⅰ・Ⅱ

間3 図1に示された範囲内で起こっているホルモンⅩとY，および物質Zの

［Ⅰ］免疫に関する次の文章A〜文章Bを読み，以下の間1〜間6に答えよ。

濃度変化に関する記述として最も適当なものを，次の（1）〜（4）の中から

［解答番号［：：：亘：コ〜

1つ選び，番号で答えよ。［：：：亘：コ
せきつい

（1）ⅩはYの分泌を促進している。

文章A 脊椎動物は免疫とよばれる生体防御のしくみを備えている。（ア）昼型変

（2）zはⅩの分泌を促進している。

ら体内に侵入した細菌やウイルスは，体液中の白血球の作用により除去される。

（3）YはⅩの分泌を促進している。

生物が自分の体にとって異物と認識したものは抗原とよばれ，抗原が体内に侵

（4）ZはYの分泌を促進している。

入した場合，（イ）白血球の一種であるリンパ球がつくる抗体のはたらきによっ
て抗原は排除される。

問4 図1に示された範囲内での変化から考えて，ホルモンⅩとY，および物
質Zに相当する組み合わせとして最も適当なものを，次の（1）〜（8）の中

から1つ選び，番号で答えよ。［：：：亘：コ
Ⅹ

Y

間1下線部（ア）に関する記述として最も適当なものを，次の（1）〜（4）の中

から1つ選び，番号で答えよ。［：：：亘：コ
Z

（1）グルコース

インスリン

グルカゴン

（2）グルコース

グルカゴン

インスリン

（3）グリコーゲン

インスリン

グルカゴン

（4）グリコーゲン

グルカゴン

インスリン

（5）インスリン

グルカゴン

グリコーゲン

（6）インスリン

グルカゴン

グルコース

（7）グルカゴン

インスリン

グリコーゲン

（8）グルカゴン

インスリン

グルコース

（1）細胞内に侵入した病原体に村しても，抗体の作用は有効である。
（2）他人の臓器を移植したときに拒絶反応がおこるのは，移植臓器に病
原性があるためである。

（3）ウイルス抗原を認識したT細胞は，ウイルスに感染した細胞を直接
破壊することもある。
（4）体内に侵入した異物を認識したT細胞は，抗体を作って体液中に放
出することもある。

間2 下線部（イ）に関する記述として最も適当なものを，次の（1）〜（4）の中

から1つ選び，番号で答えよ。［：：：亘：コ
（1）このような免疫のはたらきを細胞性免疫という。

（2）抗体は，2個のH鎖の間に抗原をはさみこんで結合する。
（3）多様な抗原に対応するために，遺伝子組換えによってさまざまな抗
体がつくられる。

（4）一度体内に侵入した抗原には，相応する抗体が大量に体内に存在し
続けるため，2回目の侵入は起こりにくい。
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［Ⅱ］形質発現に関する次の文章を読み，以下の間1〜間3に答えよ。

間3 パフの形成位置および大きさは，幼虫の発育段階や飼育温度などによっ
よう

［解答番号［：：亘コ〜［：：亘コ］

て大きく変化する。図1はショウジョウバエの幼虫の桶化（さなぎになる
こと）に伴うパフの位置および大きさ，また桶化7時間前の幼虫を通常の

ショウジョウバエの幼虫のだ腺細胞では，［：≡コが村合したままDNAの

飼育温度（24℃）より5℃高い温度で1時間飼育した幼虫のパフの位置お

［：：≡：：］が繰り返されるため，通常の細胞より大きな染色体が観察される。こ

よび大きさを，それぞれ模式化したものである。図1中の遺伝子AからE

の大きな染色体をメチルグリーン・ピロニン溶液で染色すると，横じま部分は

の説明として最も適当な文はどれか。次の（1）〜（6）の中からそれぞれ1

［：：≡コの密度が高いため［：：≡コ色に染色され，パフと呼ばれる膨らんだ部
分は［：：亘コが多量に存在するため［：：亘コ色に染色される。

つ選び，番号で答えよ。

遺伝子A［：：亘コ，遺伝子β
遺伝子β

間1空欄［⊃＝］および［：：≡：］に入る語句を，次の（1ト（8）の中からそ

遺伝子C

遺伝子E［コ≡］

（1）細胞の生命活動の維持に一般的に必要と考えられる遺伝子
（2）幼虫形質の維持に必要と考えられる遺伝子

れぞれ1つ選び，番号で答えよ。
染
ス

ラ

プ

〜︶′

′■lヽ＼

4

体 ド
色 ミ

二

〜︶′

′■lヽ＼

1

価

空欄［：：三コ［：：亘コ，空欄［：≡］

座

11■′→

′■lヽ＼

7

転

（2）相同染色体

（3）中心体

（5）転写

（6）複製

（3）幼虫形質の維持に必要な遺伝子の発現を調節する可能性のある遺伝
子

（4）輔形質の維持に必要と考えられる遺伝子
（5）蹄形質の維持に必要な遺伝子の発現を調節する可能性のある遺伝子

（8）欠失

（6）高温負荷によって発現量が増加する遺伝子

問2 空欄［：：≡コ〜［：亘コに入る語句を，次の（1ト（8）の中からそれぞ
れ1つ選び，番号で答えよ。
巨大染色体
空欄［：：≡コ

空欄［：：≡コ

4

〜︶′

1

′■lヽ＼

桃

空欄［：：亘コ［：：亘□，空欄［：：亘コ［：：亘コ
（3）紫紺

（5）DNA

（6）RNA

7

（2）橙

′■lヽ＼

緑 赤

〜︶′

′■lヽ＼

タンパク質

（8）ミトコンドリア

〜︶′

▼−パフ

青
6

＋高温負荷
の蛸化開始

9 12（時間）

蛸化開始後

6時間前

蛸化完了
図1
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［Ⅳ］植物に関する次の文章A〜文章Cを読み，以下の間1〜間7に答えよ。

間2 下線部（イ）に関連して，陽葉と陰葉の光合成に関する記述として翠三三
いるものを，次の（1）〜（5）の中から1つ選び，番号で答えよ。なお，大

［解答書号

気中の二酸化炭素の濃度は0．04％であるものとする。
文章A 植物では，光合成を行うための様々な構造が環境に適応して発達してい

（1）十分に高い二酸化炭素濃度（0．2％）の条件下で，陽葉に十分に強

る。例えばブナは，一本の樹木でも日当たりのよいところにつく葉（陽葉）と，

い光が照射された場合，光合成速度は，温度が10℃のときよりも，

日当たりの悪いところにつく葉（陰葉）でその厚みが異なる。ブナの葉の横断

30℃の時の方が大きい。

面を顕微鏡で観察すると・陽葉では陰葉よりも発達した（ア）

クチクラ層やさく

墜塾越が確認できる。また・（イ）陽葉と陰葉では・補償点・呼収速度・光合成

速度などに違いがみられる。これらは，自然環境における光の強さの違いを反
映した結果とみることができる。

（2）二酸化炭素濃度が0．2％の条件下で，温度が30℃の場合，陽葉に比
べ陰葉の光飽和点は低い。

（3）二酸化炭素濃度が0．2％の条件下で，温度が30℃の場合，陽葉に比
べ陰葉の補償点は高い。

（4）温度が30℃の場合，陽葉の光飽和点は，二酸化炭素濃度が0．2％の
間1下線部（ア）に関連して，ブナの葉の構造に関する記述として適当なもの
を，次の（1）〜（5）の中から2つ選び，番号で答えよ。ただし，解答の順

ときよりも，0．04％の時の方が低い。

（5）温度が30℃の条件下で，陽葉に十分に強い光が照射された場合，

序は問わない。

光合成速度は，二酸化炭素濃度が0．01％のときよりも，0．03％の時の

（1）さく状組織は，基本組織系に属する。

方が大きい。

（2）さく状組織は，葉の裏側の表皮に隣接している。
（3）海綿状組織の細胞の表面には，クチクラ層が発達している。

（4）海綿状組織は，さく状組織よりも，細胞と細胞のすきま（細胞間隙）
が発達している。

文章B 植物の多くは決まった時期に花芽を形成する。（ウ）植物の花芽形成に大
きな影響を及ぼす環境要因の一つは，日長である。植物は葉で日長を感知し，

（5）海綿状組織の細胞は，光合成を行わない。

葉で植物ホルモンⅩを作る。植物ホルモンⅩは［：：≡コを通って芽に移動し，
花芽形成を誘導すると考えられている。

間3 下線部（ウ）に関して，長日植物が花芽を形成するときに，通常どのよう
な日長条件を必要とするか。日長条件として最も適当なものを，次の（1）

〜（5）の中から1つ選び，番号で答えよ。［：亘コ
（1）1日の暗期の合計が，1日の明期の合計以上になる。
（2）連続した暗期が，連続した明期の長さ以上になる。

（3）限界暗期より長い連続した暗期になる。
（4）限界暗期より短い連続した暗期になる。
（5）光中断前後の暗期のいずれかが限界暗期を超えるようにする。
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間4 Ⅹに相当する植物ホルモンを，次の（1）〜（6）の中から1つ選び，番号

で答えよ。［：：亘コ

間6 この結果から考えられることの記述として誤っているものを，

次の（1）

〜（5）の中から2つ選び，番号で答えよ。ただし，解答の順番は問わない

（1）オーキシン

（2）ジベレ

（4）サイトカイニン

（5）フロリゲン

リン

（3）アブシシン酸

ものとする。

（6）エチレン

（1）植物ホルモンYは，茎の先端部で作られており，下に移動して側芽

（7）ジャスモン酸

の伸長を抑制する。
（2）植物ホルモンYは，側芽で作られており，上に移動して頂芽の伸長

間5 空欄［：：≡コに入る語句として最も適当なものを，次の（1ト（8）の中
から1つ選び，番号で答えよ。［：：亘コ
（1）道管 （2）仮道管 （3）師管 （4）表皮
（5）皮層

（7）根毛 （8）形成層

（6）内皮

を直接阻害する。
（3）植物ホルモンYは，アサガオで合成された植物ホルモンZの作用を
抑制する。
（4）植物ホルモンZは，アサガオで合成された植物ホルモンYの作用を
増強する。

（5）植物ホルモンZは，アサガオの側芽の成長を促す。
文章C アサガオの頂芽と側芽の成長およびそれらの関連性を調べるために，次
の様な実験を行った。

間7 YおよびZに相当する植物ホルモンの組合せとして最も適当なものを，

実験1頂芽を切断せず，未処理のままだと，側芽は成長しなかった。
実験2 頂芽を切断すると，側芽は成長した。
実験3 頂芽を切断した後，切断した頂芽を直ちに切り口に戻したが，側芽は
成長しなかった。

実験4 頂芽を切断した後，切り口に頂芽から抽出した植物ホルモンYを含む
寒天片をおくと，側芽は成長しなかった。
実験5 頂芽を切断せず，側芽に植物ホルモンZを与えると，側芽は成長した。
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次の（1）〜（6）の中から1つ選び，番号で答えよ。
Y

Z

（1）オーキシン

ジベレ

（2）オーキシン

サイトカイニン

（3）アブシシン酸

オーキシン

（4）アブシシン酸

サイトカイニン

（5）サイトカイニン

オーキシン

（6）サイトカイニン

ジベレ
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リン

