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課題提示・
レポート作成

山際寿一『サル化する人間社会』2014（平成26）年11月10日
毎日新聞　「毎日21世紀フォーラムから第136回例会」を読
み、文意把握ならびに文章構成、論理的思考力を問う問題を
課した。さらに文章を理解したうえで、文章のテーマについて
自分の社会的立場と考え、その解決案を記述する問題を課
した。

・応用生物学課程　【一般】
・生体分子応用化学課程
・高分子機能工学課程
・物質工学課程
・電子システム工学課程　【一般】
・情報工学課程　【一般】
・機械工学課程　【一般】
・デザイン経営工学課程　【一般】
・デザイン・建築学課程　【一般】
・地域創生Tech Program　【一般】【地域】【社会人】
　　全課程・系

課程・系 ね ら い

プ ロ グ ラ ム

講義・レポート作
成

要 約

　「太陽エネルギーと生命 -太陽エネルギーから生体エネル
ギーへ-」というタイトルで、地上の生物が太陽光エネルギー
を生命の維持に必要なエネルギーに変換する過程について
講義（50分）を行い、それを受けて講義の理解度を測る試験
（90分）を行った。講義の際に配布した資料にメモをとり、それ
を試験に持ち込むことを可とした。

　講義は以下の内容で行った。
(1) 太陽でエネルギーが生み出される仕組み（核融合反応）
について。
(2) 光の性質（波と光子）について。
(3) 光のエネルギーを使ってグルコースを作る光合成の仕組
みについて。
(4) グルコースが生体エネルギーに変換される仕組みについ
て。

目的意識、学ぶ意欲、読解力、語学力、論理
的思考能力、文章表現能力、創造力、適性を
みる。

科学技術に対する基礎知識、数理能力、語
学力、理解力、問題解決能力、論理的思考
能力、文章表現能力をみる。

応用化学系【一般】
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（９０分） 

 

 

問題冊子 
 

 

 

〔注意事項〕 

１．監督者の指示があるまで、この冊子を開いてはいけません。  

 

２．答案用紙の記入については、下記の事項に従うこと。 

① 必ず「講義・レポート作成 解答用紙」の指定された場所に収まるように 

記入しなさい。 

  ② 記入は、横書きとする。 

  ③ 欄外や裏面に記入してはいけない。 

   

３．問題冊子 1 冊、解答用紙 2 枚、下書き用紙 1 枚あることを確認しなさい。 

 

４．試験開始直後に、問題冊子が表紙を含めて 8 枚あることを確認しなさい。落丁・乱

丁および印刷不鮮明な箇所などがあれば、手を上げて監督者に知らせなさい。 

 

５．この冊子の余白は適宜下書きに使用してもよろしい。 

 

６．試験終了後、解答用紙だけを回収します。解答用紙以外は持ち帰りなさい。 



講義・レポート作成 問題用紙 
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問１. 以下の文章中の   1  〜  20  に適切な語句や式を記入しなさい。 

（配点率 20%） 

 

 

 太陽のエネルギーは、  1  の原子核から  2  の原子核ができる  3  反応に

よって生み出され、光として地球に到達している。  3  反応では、  4  が膨

大なエネルギーに変換される。光は波（電磁波）であると同時に粒子としての

性質も持ち、光子と呼ばれている。光子のエネルギーE は、光速を c、光の波長

を λ、プランク定数を h とすると、E =  5  で求めることができる。金属板に光

をあてると電子が飛び出す現象を  6  といい、光の粒子性によって説明できる。

私たちの身の回りで  6  を利用したものに  7  などがある。 

 植物は太陽光をエネルギー源にして、光合成で  8  と  9  から糖を作り、

その多くをデンプンとして蓄える。植物の  10  が行う光合成は、明反応と暗

反応に分けられる。 10  中の  11  で行われる明反応は、太陽光のエネルギー

を使って高エネルギー化合物  12  と  13  を合成する。これらの化合物に蓄

えられたエネルギーは、 14  で行われる暗反応で糖を作るために使われる。 

 私たちは、デンプンの加水分解で得られる  15  からエネルギーを取り出し

て  12  を作り、様々な生命現象を営むためのエネルギー源にしている。1 分子

の  15  は最初に解糖系で  16  になった後、クエン酸回路で  17  にまで分

解される。この過程で高エネルギー化合物である  12  と  18  ができる。電

子伝達系は、  18  を使って酸素を水に還元する。 19  生物は、酸素を利用し

たこの酸化還元反応によって高いエネルギー効率を獲得し、  20  生物より多

くの  12  を  15  から合成することができる。 
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問２. 太陽光のエネルギーに関して、次の（ア）～（ウ）を計算するための式

を答えなさい。ただし、下に示した記号を適宜に選んで用いること。 

（配点率 20%） 

 

 

（ア）地球全体に 1 秒間に入射する太陽光のエネルギー 

 

（イ）太陽が 1 秒間に放射しているエネルギー 

 

（ウ）核融合反応によって 1 秒間に減少する太陽の質量 

 

記号 

Ｔ： 地球の大気による吸収がないものとして、太陽光に直行する面が 

単位面積あたり、単位時間に受ける太陽光のエネルギー 

Ｒ： 地球の半径 

Ｌ： 太陽～地球間の距離 

ｃ： 光速 

π： 円周率 

※ ＲはＬに比べて無視できるほど小さいとする。 

 

参考 

 半径 r の円の面積  πr2 

 半径 r の球の表面積 4πr2 

 半径 r の球の体積  4πr3 / 3 

  



 3

問３. 設問（ア）〜（エ）に答えなさい。計算問題は有効数字 2 桁で解答し、

答えを導く途中の過程も書くこと。物理定数など計算に必要な数値は講

義資料を参照しなさい。                           （配点率 20%） 

 

 

（ア）光合成の明反応で水と NADP
+
から 1 mol の NADPH ができる反応を１つ

の反応式で示し、還元電位を求めなさい。 

 

 

（イ）緑色の光（波長 λ = 5.0×10
-7
 m）の光子が持っているエネルギーは、（ア）

の反応に必要なエネルギーの何倍かを求めなさい。 

 

 

（ウ）チラコイド膜に存在している ATP 合成酵素は、チラコイド内部とストロ

マの間にできた水素イオンの濃度差を利用して ATP を合成する。この水

素イオンの濃度差が生じる原因を説明しなさい。 

 

 

（エ）（ウ）について、チラコイド内部の水素イオン濃度はストロマの水素イオ

ン濃度の何倍かを求めなさい。  
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問４. 設問（ア）〜（エ）に答えなさい。計算問題は有効数字 2 桁で解答し、

答えを導く途中の過程も書くこと。物理定数など計算に必要な数値は講

義資料を参照しなさい。                           （配点率 20%） 

 

 

（ア）解糖系とクエン酸回路を合わせると、１分子のグルコースから何分子の

ATP と NADH が生じているかを求めなさい。 

 

 

（イ）体重 60 kg の人が、食事で１日あたり 2000 kcal（1 cal = 4.18 J）のエネル

ギーを摂取し、その 30%が高エネルギーリン酸結合として ATP に蓄えら

れたとする。この人が体重 1 g あたり、1 秒間に ATP として蓄えたエネル

ギーは、太陽全体がその質量 1 g あたり、1 秒間に生み出しているエネル

ギーの何倍かを計算しなさい。 

 

 

（ウ）グルコースからエネルギーを取り出して ATP を合成する過程は、多くの

段階を経由して行われている。多くの段階を経由する利点を述べなさい。 

 

 

（エ）好気的生物が嫌気的生物よりも大きな進化を遂げることができた理由を、

エネルギー効率の違いと関係づけて考察しなさい。 
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問５. 以下の英文を読み、下線部 ①と② を日本語に訳しなさい。 

（配点率 20%） 
（著作権の関係で掲載しておりません）
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（著作権の関係で掲載しておりません）
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（D. Voet, J.G. Voet 著 「Biochemistry」WILEY） 

 

 

[語句の説明]  

photosynthesis: 光合成;  cyanobacteria: シアノバクテリア;  sequester: 取

り込む;  carbohydrate: 炭水化物;  organism: 生物;  eon: 非常に長い間;  

nourishment: 栄養;  Flemish: フラマン人（ベルギーの二つの主要民族のひ

とつ）;  potted: 鉢植えの;  shoot: 若木;  vegetation: 草木;  respiration :

呼吸; sprig: 小枝;  dephlogisticated air: 脱フロギストン（脱燃素）空気;  

elucidate: 解明する;  compatriot: 同輩;  purifying: 空気浄化;  

thermodynamic: 熱力学 

 

 

 

（著作権の関係で掲載しておりません）
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課題提示・レポート作成 

（９０分） 

 

 

問題冊子 
 

 

〔注意事項〕 

１．監督者の指示があるまで、この冊子を開いてはいけません。  

 

２．答案用紙の記入については、下記の事項に従うこと。 

① 必ず「課題提示・レポート作成 解答用紙」の指定された場所に収まるように 

記入しなさい。 

  ② 記入は、横書きとする。 

  ③ 欄外や裏面に記入してはいけない。 

  ④ 絵や図表を記入してはいけない。 

 

３．問題冊子 1 冊、解答用紙 2 枚、下書き用紙 1 枚あることを確認しなさい。 

 

４．試験開始直後に、問題冊子が表紙を入れて 6 枚あることを確認しなさい。落丁・乱

丁および印刷不鮮明な箇所などがあれば、手を上げて監督者に知らせなさい。 

 

５．この冊子の余白は適宜下書きに使用してもよろしい。 

 

６．試験終了後、解答用紙だけを回収します。解答用紙以外は持ち帰りなさい。 
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課題提示・レポート作成 課題用紙 

 
 

次の文章を読み、問１～問３に答えなさい。 
 
 
私は、人間社会のコミュニケーションの変容が、社会に危機をもたらしていると思い

ます。それは、人間のようなコミュニケーション能力を持たないサルや類人猿を見てい

ると、人間がどちらに向かっているのかがよく分かるからです。人間社会は高度な方向

に向かっているのではなく、サルの社会に戻っているのではないか。そのことを話しま

す。 

私は、アフリカの熱帯雨林の中でゴリラを研究してきました。ゴリラはチンパンジー

やオランウータンと同じく類人猿のグループに属しています。類人猿はサルと同じ仲間

と思われがちですが、両者の違いは類人猿と人間の差よりも大きい。 

サルの社会では、力の強いサルが食べ物を独占します。しかしゴリラの社会では、体

の大きな雄ゴリラは小さな子供ゴリラに食べ物を譲ってあげます。また、対面する場面

でも違いがあります。サル社会では力の弱いサルが強いサルと対面した時、笑ったよう

な表情を浮かべたり、相手の顔を見ずに視線をそらしたりします。しかし、ゴリラなど

類人猿では、互いに顔を間近に近づけて対面することが頻繁に起きます。 

人間はどうでしょうか。人間の目には、白目が見えます。サルや類人猿には見えませ

ん。人間同士が対面した際には、白目があることによって相手の目のわずかな動きをと

らえ、自分にどんな気持ちを抱いているのかを察知しています。 

人間が言葉を持ったのは、十数万年前～数万年前とされています。一方、人間が今の

脳の容量に達したのは 60 万年前。言葉よりずいぶん前です。60 万年前に、人間の集団

は 150 人ぐらいにまで膨らんでいたと考えられています。その規模までが、人間の脳の

容量からみて、コミュニケーションが可能な集団の規模だということになります。 

150 人規模までの集団の中で、基礎となるのは 10～15 人の集団です。毎日、顔を合

わせ、何気ないあいさつを交わすだけで心を通わせられる集団です。その単位が、家族

の単位だと思います。人間の家族はおそらく、脳が大きくなる過程で成立し、次第に社

会の中心に座ったのだろうと思います。 

では、なぜ、人間はそういう集団をつくることができたのか。言葉をつくる前に、共

感の能力と同情の心を育てたからです。ニホンザルにも共感能力があります。相手が何

を感じているかは分かる。でも、相手のために何かしてあげたいという同情の心はない。

相手が強ければこうする、弱ければこうするという基準があるだけです。 

人間が高い共感能力を持つようになったのは、共食を通じたコミュニケーションと、

共同の子育てだったと思います。食物分配は、親から子供へと分け与えるようになった
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霊長類の種の一部で始まり、大人の間にも広がりました。そして、人間では広域で行わ

れるようになりました。一緒に食べることはお互いの気持ちを確かめ合う重要な場とな

ります。 

ゴリラの子育ては、赤ちゃんが生まれてから１年ぐらいは母親だけで行われますが、

乳離れをする頃になると、お母さんが雄ゴリラのところに赤ちゃんを連れていきます。

そして、雄ゴリラは複数の赤ちゃんの子育てを引き受けます。バトンタッチが行われる

わけです。人間の子育ての中心になったのは、お母さんとおばあちゃんだろうと思いま

す。さらに、父親だけでなくいろいろな大人の手が必要になった。それが人間の社会を

大きくしたのです。 

人間が共同体に対して持つ意織には、①同情の心、②互いに平等でありたいという互

酬性、③自分が信頼を置いている共同体へのアイデンティティー―――という特徴があ

ります。サルは、自己の利益を最大化するために群れを作っています。サルにとっての

利益とは食物を効率よく安全に食べることです。その社会には優劣があり、互酬性はあ

りません。また、いったん群れを離れたら群れへの帰属性（アイデンティティー）はな

くなります。 

人間の社会では、家族と共同体の論理は違います。家族は、自分の子供が他の子供よ

りかわいいという「えこひいき」の論理です。一方、共同体では互いに平等につきあう

ことを大切にします。本来なら論理の違う二つの集団を同時に成り立たせることが、人

間の能力を高めることにつながりました。 

私は今、家族が崩壊し始めていると思います。人間は共感能力や同情の心など、生物

学的な能力に基づいたコミュニケーションを発達させてきました。にもかかわらず、今、

それをはるかに超えるＩＴ革命によって、コミュニケーションの領域を広げています。

しかし、人間はまだそれに適応できていない。また、「自己」が重視される風潮もあり

ます。自己実現、自己責任、自分の利益が重視されています。 

一方で、共同で子育てをする機会が減っています。子育ては母親が主に担うようにな

った。そして、食事は重要なコミュニケーションだったのに、個食になってきています。 

この家族の崩壊は、人間性の喪失にもつながります。家族が崩壊すると、共同体だけ

が残り、自分の利益の実現を優先し、自分と他人の間に優劣をつける集団になります。

その時には、規則だけが必要で、相手の気持ちをおもんばかる必要がなくなります。サ

ルの社会がそうです。その結果として、信頼関係は消失するようになります。効率を重

視すれば、利益のみを追求する共同体となり、サルと同じようにその集団をいったん離

れれば、その集団にアイデンティティーを持たないですみます。 

果たして、それで人間はいいのでしょうか。私は最近、そんな不安を抱えています。 

 

 

出典：山極寿一 2014（平成 26）年 11 月 10 日毎日新聞 「毎日 21 世紀フォーラム・第 136

回例会」より 
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問１ 

 この課題文にある内容と合致するものを下記よりすべて選び、それぞれの解答欄に 

番号を書きなさい。 

（配点率 8%）  

 

 ＜Ａ群＞ 

① ゴリラ は、人間 であるための 十分 条件である。

② ゴリラ は、オランウータン であるための 必要 条件である。

③ チンパンジー は、類人猿 であるための 十分 条件である。

④ チンパンジー は、人間 であるための 必要 条件である。

⑤ オランウータン は、人間 であるための 十分 条件である。

⑥ オランウータン は、類人猿 であるための 必要 条件である。

⑦ 人間 は、サル であるための 十分 条件である。

⑧ 類人猿 は、ゴリラ であるための 必要 条件である。

⑨ サル は、チンパンジー であるための 十分 条件である。

⑩ 人間 は、類人猿 であるための 必要 条件である。
 

  

＜Ｂ群＞   

① ゴリラ と サル の差は、人間 と チンパンジー の差より大きい。

② チンパンジー と オランウータン の差は、類人猿 と ゴリラ の差より小さい。

③ サル と オランンウータン の差は、チンパンジー と 類人猿 の差より大きい。

④ 人間 と サル の差は、類人猿 と ゴリラ の差より小さい。

⑤ オランウータン と 類人猿 の差は、類人猿 と 人間 の差より大きい。

⑥ オランウータン と 人間 の差は、人間 と 類人猿 の差より小さい。

⑦ チンパンジー と サル の差は、サル と ゴリラ の差より大きい。

⑧ 類人猿 と チンパンジー の差は、ゴリラ と オランウータンの差より小さい。

⑨ チンパンジー と サル の差は、人間 と 類人猿 の差より大きい。

⑩ ゴリラ と チンパンジー の差は、オランウータン と サル の差より小さい。
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問２ 

下記はこの文章について書かれている図です。図中の①～⑬に入る文言として適切な

ものを、本文から抽出したり、参考にしたりして、指定された字数以内で答えなさい。       

（配点率 52%）   
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問３ 

「サル化している人間社会」には、どのような事例が考えられますか。具体的な事例を

一つあげ、なぜ「サル化している」と考えられるかを説明しなさい。次に、その事例に

対して「サル化」を防ぐために考えられる対応策を述べなさい。これら合わせて 600

字以内で記入しなさい。                     （配点率 40%） 
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