
○遺伝の規則性と遺伝子 

 １「細胞の変化と成長」                             

 根の成長について調べるために、図１のようにソラマメ根の表面に等間隔に印をつけ、そのあと、印と

印の間隔がどのように変化するかを調べました。これについて、あとの問いに答えなさい。 

（１） 印と印との間隔は２日後どのようになりますか。 

最も適切なものを図２の次のア～エから１つ選び、 

記号で答えなさい。 

 

 

 

（２） ある植物にはいくつかの変異体（遺伝子の異常により、形が正常ではなくなった個体）が存在し

ます。変異体Ａ～Ｃは、根の長さが正常のものより短かった。これらの変異体と正常な個体の「根の

長さ」と「根の細胞ひとつの大きさ」を測定したところ、以下のグラフが得られました。これらの変

異体Ａ～Ｃではそれぞれ、どこにどのような異常が現れたと考えられますか。例にならって、変異体

Ａ、Ｃについて説明しなさい。なお、正常個体、変異体Ａ～Ｃが生育した環境や期間はすべて同じも

のとします。 

（例）変異体Ｂは、根の細胞一つ一つの成長は正常であるが、細胞分裂の回数は減少した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ グラフの軸の数値は、“正常個体を 100 としたときの数値”です 

 

変異体Ａ 

 

変異体Ｃ 



 ２「有性生殖と無性生殖」                            

地球上には、無性生殖をおこなう生物や、有性生殖をおこなう生物が存在します。図 1 は無性生殖の、

図２は有性生殖における染色体の受けつがれ方を示しています。 

また、同じ種類の生物でも、暑さに強い個体や乾燥に強い個体、寒さに強い個体など、さまざまな形質

が存在します。その形質は親から子へ受けつがれていきます。 

例えば、有性生殖を行うある生物がいたとして、暑さに強いが乾燥に弱い個体と、乾燥に強いが暑さに

弱い個体が交配をおこなうと、暑さに強く、乾燥に強い個体が生まれる可能性があります。これが、有性

生殖の利点です。また、２つの個体が必要なため子孫を残す効率が悪いことが有性生殖の欠点です。以下

の問いに答えなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 有性生殖のための特別な細胞を生殖細胞というが、動物の生殖細胞、植物の生殖細胞をそれぞれ

2 つずつ挙げなさい。 

（２） 上の文章を参考にしながら無性生殖の利点と欠点について述べなさい。 

（１） 

動物   

植物   

（２） （利点） 

 

（欠点） 

 

 

 

 

 



 ３「遺伝の仕組み」                           

エンドウの種子の形には丸形としわ形があります。丸形種子をつくる純系のエンドウと、しわ形の種子

をつくる純系のエンドウを交配させると、種子はすべて丸形になりました。以下の問いに答えなさい。 

 

（１） 種子の形の丸形・しわ形のように、どちらかしか 

現れない、対になる形質を何というか答えなさい。 

 

（２） 純系の親どうしをかけ合わせたとき、 

① 子に現れる形質、② 子に現れない形質をそれぞれ何というか答えなさい。 

 

（３） 種子の形を決める遺伝子を、丸形がＡ、しわ形が aとした場合、以下のア～オの説明文うち間違

っているものが３つあります。間違っている説明文をア～オから３つ選び、その間違っている理由を

それぞれ簡潔に答えなさい。 

 

ア 親が丸形の種子をつくるエンドウとしわ形の種子をつくるエンドウであった場合、できた種子は

常に丸形である。 

イ 親が丸形の種子をつくるエンドウどうしの場合、種子にしわ形が現れることがある。 

ウ 丸形の種子をつくるエンドウが、遺伝子 a をもつ場合がある。 

エ しわ形の種子をつくるエンドウが遺伝子Ａをもつ場合がある。 

オ 丸形の種子をつくるエンドウのすべての生殖細胞が、遺伝子Ａをもっている。 

 

 

（１）  

（２） ① ② 

（３） 記号 間違っている理由 

 

 

 

 

 

 

 



 ４「遺伝子と形質」                           

（１） 遺伝子の本体となる物質を何といいますか。アルファベットで書きなさい。 

（２） 世間には「四角いスイカ」というものが売られています。果実ができ始めた後に、強化プラスチ

ックの型枠にはめて育てることでできます。しかし、このスイカの種子をまいて育てると、「四角い

スイカ」はできず、「丸いスイカ」ができました。 

一方、遺伝子組み換え技術による品種改良でつくられた「甘いイチゴ」の種子をまいて育てると

「甘いイチゴ」ができました。両者でこのような違いが出た理由を、「遺伝子」と「形質」という言

葉を使って説明しなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）  

（２）  

 

 

 

 

種子をまいて 

育てる 

四角いスイカ 丸いスイカができる 

種子をまいて 

育てる 

甘いイチゴ 甘いイチゴができる 



 ５「遺伝の規則性」                          

 エンドウには、子葉が黄色の種子と緑色の種子があり、黄色が優性の形質で緑色が劣性の形質である。

遺伝の規則性を調べるために、エンドウを使って、次の実験Ⅰ、Ⅱを順に行った。 

【実験Ⅰ】子葉が黄色である純系の花粉を、子葉が緑色である純系のめしべに受粉させて多数の子をつ

くった 

【実験Ⅱ】実験Ⅰでできた子を育て、自家受粉させて多数の孫をつくった。 

【実験Ⅲ】実験Ⅱでできた孫に含まれる遺伝子を調べるために、調べる孫の花粉を別に用意したエンド

ウのめしべに受粉させてひ孫をつくった。 

 

（１）実験Ⅰにおいて、子に当たる種子についての説明として正しいものはどれか。 

   ア 子葉が黄色の種子と緑色の種子は１：１の割合でできた。 

   イ 子葉が黄色の種子と緑色の種子は２：１の割合でできた。 

   ウ 子葉が黄色の種子と緑色の種子は３：１の割合でできた。 

   エ すべて子葉が黄色の種子になり、緑色の種子はできなかった。 

（２）次の文章は、実験Ⅱでできた孫に当たる種子の子葉の色と遺伝子について述べたものである。（  ）

に当てはまる数は、下のア～エのうちどれか。 

   孫に当たる種子が 12,000 個できるとすると、そのうち子葉を緑色にする遺伝子をもつ種子は約

（  ）個であると考えられる。 

   ア 3,000 個  イ 4,500 個  ウ 6,000 個  エ 9,000 個 

（３）実験Ⅲで用いた下線部のエンドウはどのような遺伝子の組み合わせを選ぶとよいか。子葉を黄色

にする遺伝子をＡ、緑色にする遺伝子をａとして、次のア～ウから１つ選び答えなさい。 

   ア ＡＡ  イ Ａａ  ウ ａａ 

（４）（３）の遺伝子をもつエンドウで判断できる理由を答えなさい。 

 

（１）  （２）  （３）  

（４）  

 

 

 

 

 

 



 ６ 「農業への応用」                              

次の文は、福井県の米の開発の歴史について説明したものです。次の問いに答えなさい。 

（１）①、②にあてはまる米の品種を答えなさい。 

（２）農作物の品種の開発では、有用な形質を現す品種が得られるまで、何代もわたって交配をくり返す

という方法がとられてきました。しかし、この方法では、有用な形質を現す品種を得るまでに長い

期間がかかります。長い期間がかかるのはなぜですか。 

（３）近年、異なる個体の遺伝子を導入する技術によって、有用な形質を現す品種をつくりだす研究が進

められ、比較的短期間で品種改良を行うことが可能になりました。その技術を「遺伝子○○○技

術」といいます。○○○にあてはまる語句を答えなさい。 

（４）（３）の技術は、比較的短期間で品種改良を行うことができます。しかしながら、日本では、（３）

の技術を用いての品種改良は行われていません。その理由を答えなさい。 

（１） ① ② 

（２） 
 

 

（３）  

（４）  

 

 

 

日本を代表する米の品種である「  ①  」は、昭和 19年に新潟県農業総合研究所で、

品質、食味ともに優れた「農林 1号」と、いもち病に強い「農林 22 号」を交配しできた品

種を福井県農業試験場で育成し、昭和 31年に命名登録した品種です。 

「  ①  」には、茎が弱く倒れやすい、いもち病に弱いなど、栽培する上での難点も

あったため農林登録は難しいという意見もありました。しかし、品質や食味に大変優れて

いたことから生産地が広がり、誕生から半世紀以上たった今も日本人に愛される、おいし

い米の代名詞にもなっています。 

それが、ここ数年、夏の高温も影響し、全国的に「  ①  」の品質低下が指摘されて

います。そのため、全国区のブランド米の育成を目指して、平成 23年福井県農業試験場で

新たな品種の開発が本格的にスタートしました。  

そして、「福井の新しいブランド米」の目標に見合った候補の 20 万種が、1 本 1 本植え付

けられていきました。出穂期、耐病性、高温登熟耐性、耐倒伏性などが、手作業で調査され、

収穫も一種類ずつ手刈りで行なわれていきました。平成 23 年には 20 万種だった候補は、

翌年には 1 万 2,000 種に、そして平成 28年４月には４つまでに絞られ、４つの中で食味の

特徴が安定してよいという評価を受けたのが、越南 291 号でした。＂ふくい〟と語呂が合

う 291 号が選ばれたのは、まったくの偶然でした。そして、その越南 291 号が「日本一美

味しい誉れ高きお米」となってほしいという思いから「  ②  」と命名されました。 



 ７「遺伝の規則性」                                

次の文は、生物の遺伝の規則性について説明したものである。次の問いに答えなさい。 

（１）文中の①、②に適語を入れなさい。 

（２）ヒトの体細胞には４６本の染色体が含まれている。ヒトの精子には何本の染色体が含まれている

か。 

（３）ある生物の体細胞には染色体が１０本含まれている。この生物において、仮に１個の卵が精子２個

と受精した場合、この受精卵には何本の染色体が含まれることになるか。 

（４）有性生殖を行う動物における次の①～③の問いについて、最も適当なものをそれぞれ１つずつ選

び、記号で答えなさい。 

  ① 父親の持っている遺伝子と、子のもっている遺伝子との関係は一般にどのようになるか。 

   ア 半分は同じ形質を表す遺伝子であるが、残りの半分は同じ形質を表す遺伝子であるとは限ら

ない。 

   イ 同じ形質を表す遺伝子が少しあるが、大部分は異なる形質を表す遺伝子である。 

   ウ すべて異なる形質を表す遺伝子であり、同じ形質を表す遺伝子はない。 

② 両目がともに「赤い目」で、その両親から「白い目」の子が生まれたとき、子と両親の遺伝子の

関係は一般的にどのようになっているか。 

   ア 子は「白い目」という形質を表す遺伝子を両親からまったく受け継いでいない。 

   イ 子は「白い目」という形質を表す遺伝を一方の親から受け継いでいるが、もう一方の親からは

受け継いでいない。 

   ウ 子は「白い目」という形質を表す遺伝子を両親から受け継いでいる。 

  ③ 同じ両親から多くの子供が生まれた場合、それぞれの子の形質を表す遺伝子の関係はどうなる

か。 

   ア すべての子が、すべて同じ形質を表す遺伝子をもつ。 

   イ 約半数の子が、すべて同じ形質を表す遺伝子をもつ。 

   ウ すべて同じ形質を表す遺伝子をもつ子はほとんどいない。 

（１） ① ② 

（２）  

（３）  

（４） ① ② ③ 

体細胞に含まれる染色体の数や形は、生物の種によって決まっており、種が異なれば含まれる染色

体も違う。体細胞には形や大きさが同じ染色体が原則として２本ずつ含まれており、これを相同染色

体と呼ぶ。精子や卵ができるとき、①分裂とよばれる特別な分裂が起こり、２本ずつある相同染色体

は１本ずつに分けられる。精子と卵が合体して②になると相同染色体は再び２本ずつになり、染色体

の数はもとに戻る。したがって、子の体細胞に含まれる相同染色体のうち、片方は精子つまり父親由

来で、片方は卵つまり母親由来となる。そのため、子に現れる形質は、父親由来の染色体と母親由来

の染色体により現れる。 



 ８「生命の連続性」  

 

Aさんと Bさんが、タマネギの細胞分裂の観察について会話をしている。 

A「タマネギの根の先端を使って細胞分裂をうまく観察するためには、この①グラフを参考にするといい

よ。」 

B「タマネギのりん茎はどんなふうに大きくなっていくんだろう」 

A「たしか、②タマネギのりん茎は内側から外側に向かってより成長しているんだよ。」 

①下線部①について、A君が示したグラフは下のものであった。このグラフから、細胞分裂をうまく観察

するためには何に気を付けたらよいと考えるか？」 

 

②下線部②について、タマネギが内側から外側に向かって 

成長していることを確かめるためには、どのような観察を行えば 

よいか。下の文章のアとイに、適切な言葉を入れなさい。 

 

りん茎をむいて、内側と外側から１枚ずつ取り出し、それぞれの表皮の細胞の大きさを比べて、（ ア ）

より（ イ ）のほうが大きくなっていることを確認すればよい。 

 

①   

②ア  ②イ  

 

太郎さんの学級では、図１のメンデルが行ったエンドウの交配実験による遺伝の規則性を確かめようと

考えた。そのため、図２のような遺伝子カードを作成し、２人１組となって組ごとに遺伝子の組み合わせ

を調べるモデル実験を行った。表は、学級全体の結果をまとめたものである。 

 

 

 

①図１の「交配」とはどのようなことか、具体的に説明しなさい。 

②図２の遺伝子カードを使ったモデル実験は、どの世代の交配に 

ついて実験したものか。 

③表のモデル実験の結果から、AA：Aa：aaの割合を整数で表しなさい。 

④孫の代が自家受粉してできる「ひ孫の代」の丸形としわ形の個体数の比を求めなさい。 

⑤「自家受粉を行う」というエンドウの性質は、遺伝の規則性の研究を行う際に、どのような点でつごう

がよいと考えられるか。 

①   

②  ③ AA：Aa：aa＝  ：  ： 

④  ⑤  



９「生命の連続性」 

 ユウコさんは、イチゴの『とちおとめ』の表面についている種子のようなものを採取して畑に植えるこ

とにした。そこへ兄がやってきて、次のような会話をした。次の（１）～（４）の問いに答えなさい。 

兄「その粒は果実だよ。果実に見えるところは花床で、イチゴは花床という部分を食べているんだよ。」

ユウコ「そうなんだ。イチゴのツブツブは果実なんだね。じゃあ種子はどこにあるのかな。」 

兄「種子は果実の中にあるよ。だから、その粒をとって植えるとイチゴを育てることができると思うよ。

ただ、そうやって育てても、『とちおとめ』と同じ性質のイチゴはできないと思うよ。」 

(1)  ユウコさんは種子をまいてイチゴをふやそうとしていた。この生殖方法を何というか。 

(2)  下線部の理由について最も適当なものを、次のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。 

ア 種子は親と全く同じ遺伝子の組み合わせになるから。 

イ 種子は親とは異なる遺伝子の組み合わせになるから。 

ウ 種子は受精しなくてもつくられるから。 

エ 種子は他の種類の植物と受精してつくられているから。 

(3)   右の図は、イチゴの細胞において、核の中の染色体Ａ～Ｄのようすを

模式的に示したものである。この細胞が細胞分裂を行ったとする。分裂

後の染色体の組み合わせとして考えられるものはどれか。次の①、②に

ついて適当なものを下のア～エからそれぞれ一つずつ選び記号で答えな

さい。ただし、ＡとＢ、ＣとＤはそれぞれ対になっている染色体である

とする。 

 

①  体細胞分裂を行った直後の体細胞   ②  減数分裂を行った直後の生殖細胞 

ア  イ  ウ  エ  

(4) (3)のＡ～Ｄの染色体をもつイチゴが自家受粉を行った場合、できる子の染色体の組み合わせは

何種類あると考えられるか。 

(5) ユウコさんは、『とちおとめ』と全く同じ性質のイチゴをふやすには、個体から伸びる茎にできた

新芽を根づかせて新たに苗をつくって育てなければならないことを知った。このような方法でで

きる、起源が同じで同一の遺伝子をもつ個体の集団のことを何というか。その名称を答えなさい。 

(1)  (2)  

(3) ①   ②   (4)               種類 

(5)  

 



１出題のねらい 

根の伸長には“細胞分裂の回数”と“細胞一つ一つの成長”の両方が関わっていることを理解し、根の長さ

の異常の原因を表から読み取らせることをねらいとして出題した。 

 

解答と解説 

「細胞の変化と成長」 

解答 

（１） エ 

（２） （変異体Ａ）根の細胞一つ一つの成長に異常があったが、細胞分裂の回数は正常である。 

（変異体Ｃ）根の細胞一つ一つの成長に異常があり、細胞分裂の回数も減少した。 

 

解説 

（１） 根が成長するときは、先端に近い部分がよく伸びる。 

（２） 変異体Ａの「根の長さ」は正常個体の 60％である。「細胞ひとつの大きさ」は正常個体の 60％で

あることから、細胞分裂の回数は正常で、細胞一つ一つの成長に異常があると考えられる。 

変異体Ｃの「根の長さ」は、変異体Ａよりもさらに短い。そのため、細胞一つ一つの成長だけでなく

細胞分裂の回数にも異常があると考えられる。 

 

２出題のねらい 

有性生殖の利点についての記述をもとにして、無性生殖を利点と欠点という二つの視点から見ること

をねらいとした。 

 

解答と解説 

「有性生殖と無性生殖」 

解答 

（１） （動物）精子、卵 

  （植物）精細胞、卵細胞 

（２） （利点）1 つの個体で簡単に、効率よく子孫が残せること。 

    （欠点）形質がまったく同じ子孫しか残せないため、環境の変化によりその生物が全滅してしま

う恐れがあること。（暑さに弱い個体の子孫はすべて暑さに弱いため、気温が上がるとそ

の生物は全滅してしまう。） 

 

解説 

（１） 有性生殖では、減数分裂によって２種類の生殖細胞がつくられる。この 2種類の生殖細胞が結合

し、それぞれの核が合体（受精）し、受精卵がつくられる。 

（２） 無性生殖は、2 種類の個体が存在しなくても、一個体のみで子孫を残すことができるため、短時

間で効率よく個体数を増やすことができる。ただし、有性生殖のように、両方の親の形質を受けつが

ないため、すべての個体は同じ形質をもつ（形質の多様性が低い）。そのため、その生物に不利な環

境の変化があった場合、その生物は全滅してしまうかもしれない。 



３出題のねらい 

丸形の種子をつくるエンドウがもつ遺伝子の組み合わせは「ＡＡ」と「Ａａ」の 2 種類あることに気づ

き、間違っている理由について正確に表現させることをねらいとした。 

 

解答と解説 

「遺伝の仕組み」 

解答 

（１） 対立形質 

（２） ① 有性形質 ② 劣性形質 

（３） ア・・・丸形の種子をつくるエンドウの遺伝子の組み合わせがＡａであった場合、   

遺伝子の組み合わせがａａであるしわ型の種子をつくるエンドウをかけ合 

わせると、丸形としわ形の両方の種子が現れるため。 

エ・・・しわ形の種子をつくるエンドウの遺伝子の組み合わせは「ａａ」であり、 

遺伝子Ａをもつことはないから。 

オ・・・丸形の種子をつくるエンドウの遺伝子の組み合わせがＡａであった場合、 

生殖細胞は「Ａ」と「ａ」のどちらかの遺伝子をもつから。 

 

解説 

（３）  

ア・・・「丸形の種子をつくるエンドウ」といっても、丸形の種子をつくる“純系の”   

エンドウ（ＡＡ）とは限らない。遺伝子の組み合わせが「Ａａ」である可能 

性を考える必要がある。親が丸形（Ａａ）としわ形（ａａ）であった場合、 

丸形（Ａａ）としわ形（ａａ）の両方ができる。 

   エ・・・しわ形は劣性形質であるため、遺伝子の組み合わせは「ａａ」である。 

オ・・・「丸形の種子をつくるエンドウ」でも、遺伝子の組み合わせが「Ａａ」であ 

る可能性がある。その場合、生殖細胞のもつ遺伝子は「Ａ」か「ａ」のどち 

らかである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４出題のねらい 

形質を決定しているものは「遺伝子」と「外的要因」の二つであるということに気づき、その二つの違

いを明確に区別し説明することをねらいとした。 

 

解答と解説 

「遺伝子と形質」 

解答 

（２） ＤＮＡ 

（３） 四角いスイカは、型枠によって四角い形をしているが、もともとは「丸い形質を現す遺伝子」を

もっている。そのため、その種子をまいて育てると丸い形質を現すスイカができる。しかし、甘いイ

チゴは、遺伝子組み換え技術によって「甘い形質を現す遺伝子」に組み換えられている。そのため、

その種子をまいて育てると甘い形質を現すイチゴができる。 

 

解説 

（２） 型枠によって後から形を変えたとしても、もともと持っている遺伝子が変わるわけではないた

め、種子をまいて育てても丸い形質は変わらない。しかし、もともと持っている遺伝子を遺伝子組み

換え技術などで変えた場合、甘い形質に変わる。 

 

 

５解答と解説 

「遺伝の規則性」 

解答 

（１）エ 

（２）エ 

（３）ウ 

（４） AA や Aa の子葉は黄色であるため、見た目で判断できないため子葉が緑色である aa を用いる。 

    ひ孫の子葉が黄色のみの場合孫は AA、ひ孫の子葉が緑色も黄色もある場合は Aa、ひ孫の子葉

が緑色のみの場合孫は aaであると判断できる。 

 

解説 

（１）子葉を黄色にする遺伝子を A、子葉を緑色にする遺伝子を a とした場合、「黄色が優性の形質で緑

が劣性の形質」とあり、遺伝子の組み合わせはすべて Aaであるため、子はすべて子葉が黄色の種子

となり、子葉が緑の種子は現れない。 

（２）子の遺伝子の組み合わせは Aaとなり、孫の遺伝子の組み合わせは右の表のよう

に AA：Aa：aa＝１：２：１の割合となる。このうち、子葉を緑色にする遺伝子 a

をもつ種子は全体の 3/4 なので、 

12000 個×3/4＝9000 個 

 

 

 A a 

A AA Aa 

a Aa aa 



６出題のねらい 

福井県で開発された「いちほまれ」の開発の歴史や実生活で有性生殖が農業にどのように利用されてい

るかを知るとともに、品種改良における有性生殖や遺伝子組換え技術の問題点を理解しているかを観る

ことをねらいとして出題した。 

 

解答と解説 

「農業への応用」 

解答 

（１）①コシヒカリ②いちほまれ 

（２）交配して育つまで時間がかかり、育ててみないと有用な形質と分からないため 

（３）組換え 

（４）人体や環境に害をもたらす危険性があるから 

解説 

（２）いろいろ組み合わせで交配しても、一回で必要としている有用な形質が必ず現れるわけではなく、

育ててみないとわからない。また、育つために時間もかかり、何度も交配を繰り返す必要があるから。 

 

 

７出題のねらい 

「遺伝の規則性」では、受精前後の染色体の数や、子に現れる形質が両親の染色体にどのように関係し

ているかを理解しているか観ることをねらいとして出題した。 

解答と解説 

「遺伝の規則性」 

解答 

（１）①減数②受精卵 

（２）２３本 

（３）１５本 

（４）①ア ②ウ ③ウ 

解説 

（３）体細胞の染色体の数が１０本である生物の生殖細胞がもつ染色体の数は５本である。１個の卵と

２個の精子が合体するので、５＋５×２＝１５本 

（４）①半分は父親から、半分は母親から遺伝子を受け継ぐ。 

②両親にはともに「白い目」という形質が現れていないことから、白い目という形質は劣勢形質で

あることがわかる。２本の相同染色体に含まれる遺伝子がどちらも劣勢でなければならないの

で、両親から１個ずつ「白い目」という形質を表す遺伝子を受け継いでいることになる。 

   ③１種の生物において、その形質の種類は無数にある。たとえば、形質の種類が１０項目とし、そ

れぞれに２種類ずつの形質があるとすると子に現れる１０項目の形質の組み合わせは２１０＝１

０２４通りとなる。実際には、ヒトなどでは形質の項目数は１０よりはるかに大きいので、同じ

両親から生まれた子であっても、すべての子がまったく同じ形質を示すことは、まず考えられな

い。 



８出題のねらい 

「生命と連続性」では、タマネギという身近な植物で細胞分裂を多角的に捉え、理解を深め、学習内藤と

身近な例を結びつけて考えることをねらいとした。また、メンデルの実験では、ひ孫の代の遺伝について

考えることを通して、深い学びを促すことをねらいとした。 

 

解答と解説 

① 細胞分裂がさかんな時間帯の根を採取し、観察すること 

②ア 内側 ②イ 外側 

 

① 時間帯によって細胞分裂の量がちがうことをグラフから読み取ると、11時から 12時頃が大きく伸び

ているので、その時期に採取し、観察すればよい。 

②アイ タマネギのりん片は外側に向かって大きくなっていくので、内側の細胞の数が多く、小さい。ま

た、外側が一つ一つの細胞が大きくなっている。 

 

 

 

 

 

 

④AAどうしのかけ合わせでは 4種類すべてが AAで丸形である。Aaどうしのかけ合わせでは子の代の 

ときのように丸形：しわ形＝３：１でこれが孫の代には 2組あるので、６：２である。Aaどうしの 

かけ合わせでは４種類すべてが aaのしわ形である。これらおｗ合計すると丸形：しわ形＝１０：６ 

＝５：３になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 花粉を別の個体のめしべにつけて受粉させる操作のこと 

② 子の世代 ③ AA：Aa：aa＝１：２：１ 

④ 丸形：しわ形＝５：３ ⑤ 自家受粉を行って純系をつくりや

すい。交配を行わせやすい。など 



９出題のねらい 

「生命と連続性」では、イチゴという身近な果物について、その生殖の方法について理解を深め、学習内

容と身近な例を結びつけて考えることをねらいとした。有性生殖と無性生殖では、親から子への染色体

の受け継がれ方がちがうということを実感させたい。 

 

解答と解説 

(1)      有性生殖 (2)        イ 

(3) ③      ア ④      エ (4)        １２    種類 

(5)      クローン 

 

  

(1) 有性生殖は受精によって子をつくる生殖である。遺伝子の組み合わせが変化し、新しい組み合わせが

生じる。その結果、新形質が出現する。一方、無性生殖では、親と同じ遺伝子の組み合わせをもつ個

体ができ、その個体は、親と同じ形質を示す。農作物では、収穫量が多い・病気に強いといった形質

をもつ個体をそのままふやすのが有用であるため、無性生殖によってふやすことが多い。 

(2) 種子は、両親となる個体の生殖細胞の受精によってできる。両親の遺伝子を半分ずつ引き継ぐので、

親とは異なる遺伝子の組み合わせとなる。 

(3) ①                                                           

 

②  

・体細胞分裂…染色体が複製されたあとに分裂するため、細胞分裂の前後で染色

体の数は変わらない。 

・減数分裂…対になっている染色体が別々の細胞に分かれて生殖細胞をつくるた

め、染色体の数は細胞分裂の前の半分になる。 

体細胞分裂では、細胞分裂の前後で、図の細胞がもつ染色体は変わらない（ア）。これに対し、減数

分裂では、対になっているＡとＢ、ＣとＤからそれぞれ染色体が選ばれて組み合わせができるので、図

５のように２対の染色体をもつ細胞からは、ＡとＣ（エ）、ＡとＤ、ＢとＣ、ＢとＤのように、２２＝４

通りの生殖細胞ができ、多様性が大きくなる。 

(4) ２対の染色体ＡＢＣＤによってできる生殖細胞はＡＣ、ＡＤ、ＢＣ、ＢＤの４種類で、自家受粉のた

め、もう一方の生殖細胞も同様に４種類の染色体をもつものができる。受精によってできる子の染色

体の組み合わせは以下のようになる。 

 

 ＡＣ ＡＤ ＢＣ ＢＤ 

ＡＣ ＡＡＣＣ ＡＡＣＤ ＡＢＣＣ ＡＢＣＤ 

ＡＤ ＡＡＣＤ ＡＡＤＤ ＡＢＣＤ ＡＢＤＤ 

ＢＣ ＡＢＣＣ ＡＢＣＤ ＢＢＣＣ ＢＢＣＤ 

ＢＤ ＡＢＣＤ ＡＢＤＤ ＢＢＣＤ ＢＢＤＤ 

 

色分けしてあるものは同じ組み合わせなので、全部で１２種類になる。また、イチゴの場合、２倍体

の染色体数は７対１４本なので、子の染色体の組み合わせは 12，288種類になる。異個体どうしの受

精では 16,384種類。人の染色体は２３対４６本なので、４２３種類（約７０京種類）の組み合わせが

考えられる。有性生殖の可能性を実感させたい。 


