
きみの生物学を深め  世界に羽ばたこう！
日本生物学オリンピック2016に挑戦しよう
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2020年7月には日本で国際大会を開催するよう　いま準備を進めています。
生物学オリンピックは　いくつかの大学で AO入試や推薦入試に使われています。
これまでに出題された問題や解説などについては
JBOウェブページをご覧ください。

www.jbo-info.jp 
〒102-0091　東京都千代田区北の丸公園2-1科学技術館内 
国際生物学オリンピック日本委員会
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【解説】植物の成長に影響する大きな要因の１つとして，植物ホルモンがあげられる。植物ホルモンの影響は単純
ではなく，細胞によって植物ホルモンへの感受性は異なるし，複数のホルモンが相互作用することによっても植
物の成長は変化する。成長がもっとも盛んなときに，植物の細胞壁成分（セルロースやその他の多糖類）は高い
増加速度を示すが，細胞壁多糖をいくつかの成分に分けて１つ１つについてみると，成分によって成長との相関
や植物ホルモンの影響が異なる。ここで引用した実験では，細胞壁多糖を，セルロース，酸性多糖からなる成分
（ペクチンという），セルロースとペクチン以外の成分（ヘミセルロースという）に分け，さらにヘミセルロースを
比較的弱い条件で細胞壁から抽出されるもの（ヘミセルロース1）と，強い条件にして初めて抽出されるもの（ヘ
ミセルロース2）に分けて，調べている。図中の多糖成分1はヘミセルロース1で，多糖成分2はヘミセルロース2
である。結果は，上胚軸先端領域では，IAAは伸長およびヘミセルロース合成をともに促進し，この作用はGAに
よって強められること，また基部領域では，伸長はまったく起きないが，ヘミセルロースの合成はある程度みら
れ，とくにヘミセルロース1の合成はGAによって促進されることを示している。

2015年　予選問題のひとつ

部分点正　解 G　　IH
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問9）植物の若い組織から老化した部分までのホルモンに対する感受性試験を，アズキを使って行った。明所で
育てたアズキの上胚軸の異なる4か所から10 mmの長さの切片(ア)～(エ)をとり，ジベレリン（GA，0.1 mM），
オーキシン（IAA，0.1 mM），または両者を添加し
たスクロース緩衝液にそれぞれ浮かべ，25°Cで
20時間置いた後に伸長を測定し，２つの細胞壁成
分（多糖成分1と多糖成分2）を分画して定量した。
その結果を下図に示す。このとき，記述①～⑧の
うち，実験結果から読み取れるものはどれか。正し
い組合せをA～Lから選べ。（4点）
 
①古い組織ほど，オーキシンに反応して伸長する。
②若い組織ほど，オーキシンに反応して伸長する。
③ジベレリンは，オーキシンによる伸長をさらに
促進する。
④ジベレリンは，上胚軸の伸長に全く関与しない。
⑤若い組織では，伸長が大きいほど細胞壁多糖類
の合成も盛んである。

⑥古い組織では，細胞壁多糖類の合成はほとんど起こっていない。
⑦植物ホルモンによる細胞壁多糖類の合成は，常に若い組織ほど活発である。
⑧植物ホルモンによって制御されるある種の細胞壁多糖類の合成は，必ずしも伸長成長と相関していない。

図：アズキ上胚軸の伸長成長と細胞壁成分の合成に及ぼす
　　植物ホルモンの影響

どんな問題が出題されるか

2016年2016年4月1日●～5月3131日●

2016年2016年7月1717日●
成績上位約80名が本選に参加できます。成績上位約5％の方に「優秀賞」、続く約5％の方に「優良賞」を授与します。

2016年2016年8月1919日●～2222日●
実験試験を行い、予選と合わせた総合成績により金賞（10名）、銀賞（10名）、銅賞（20名）などを授与します。

高校2年生以下の成績上位者約15名は国際生物学オリンピック日本代表候補者に認定され、代表選抜試験に進みます。

2017年2017年3月2020日●
科学技術館（東京都千代田区）で行われ、筆記試験により　日本代表4名および次点者2名が選ばれます。

（春分の日）（春分の日）

2017年2017年7月2323日●～3030日●
英国・コヴェントリーに世界中から それぞれの国・地域を代表する生物好きが集まります。

参加申込

2016年4月1日●～5月31日●金 火

予　選

2016年7月17日●
成績上位約5％の方に「優秀賞」、続く約5％の方に「優良賞」を授与します。加加できます。成成績上位約80名が本選に参加 賞」、続く約5％の方に「優良賞」優秀績上績上 優良80 良賞。成績上位約5％の方に「優秀賞」、続く約5％の方に「優良賞」を授与します。加加名 選 位約位約 成績成績 位約5％の方に「優秀賞」、続く約5％の方に「優良位 位位 ま ま％の方に「優秀賞」、続く約5％の方に「優良賞」を成 成成 成成 の方に「優秀賞」、続く約5％の方に「優良賞」を授本 良す 成績上位約5％の方に「優秀賞」続く約5％の方に「優良賞」を授与 す名 成成 優秀8 ま ま位 位 優 優％ 優 ％ 優名 成成 続本 約 方に「優秀賞」続く約約 で参加 きます 成績上位約5％の方に「優秀賞」続く約5％の方に「優良賞」を授ます 成績上位約5％の方に「優秀賞」続く約5％の方に「優良賞」を授与 ますできます 成績 位約位約 秀賞成績 成績が本 位位 績績 賞」続く約 ％ 方 「優良賞」 授成

全国約80か所の大学や高等学校を会場とします。参加費は無料。マークシート形式の筆記試験。
成績上位約80名が本選に参加できます。成績上位約5％の方に「優秀賞」、続く約5％の方に「優良賞」を授与します。

日

本　選

2016年8月19日●～22日●
総合成績により金賞（10名）、銀賞（10名）、銅賞（20名）などを授与します。選と合わせせた総実験試験を行い、予選 名） 名） 名）銅賞験 金賞（10名）、銀賞（10名）、銅賞（20名）などを授実 総合成績により金賞（10名）、銀賞（10名）、銅賞（20名）などを授与します。試 合合 名）、銀賞（10名）、銅賞（2 名験試験を行い、予選 成績により金金 銀 な まをを よ試 成試 総試 成験 験 授予 総合成 よ総 な す実験 銀験 験 名）銀賞（10名）銅賞（20名実 り行 わ 成 銀賞（10名）銅賞（20名）などを授与しま総 銀総合成 名 名 名試験を行い 予選と合わせせ な総合合 た 金賞 授総合成績により金賞（10名）銀賞（10名）銅 す験を ま験 験 銀験試 成績により金賞（10名）銀賞（1試験 予 どを総 績により金賞（10名）銀賞（10名）銅賞実験試験を行 選 総合成 授

約15名は国際生物学オリンピック日本代表候補者に認定され、代表選抜試験に進みます。高校2年生以下の成績上位者約 抜物績上 表選校2年 際生物学オリンピック日本代表候補者に認定され、代表選抜試験に進み 。2 表候補者に認定され、代表選 試者 名は国際生物学オリンピック日本代表候補者に認定され、代表選抜試験に進み成績 代表候 代表位 は国際生物学オリンピック日本代表候補者に認定され、代表選抜試験に進みま2年 定成 試験に進み試成の 国際生物学オリンピック日本代表候補者に認定され、代表選抜試験本国 す高校2年 生物学オリンピック日本代表候補者に認定され 代表生 物学オリンピック日本代表候補者に認定され 代表選抜試験名は国際生物学オリンピック日本代表候補者に認定され 代表選抜試験 み物学オリンピック日本代表候補者者 れ生 生高校2年生以下の成 抜校 学オリンピック日本代表候補者に認定され 代表選抜試験に進みま約 国際生 候位 オ 代 候 代代表候補者に認定され 代表選校 名は国際生物学オリンピック日本代表候補者に認成 際 試年 は国際生物学オリンピック日本代表候補者約約校 生生以下の成績上位者 代表候補者に認定され 代表選抜試験に進者約 者者 代表候補者に認定され 代表選抜試験に進みます候補高校 成績 物15名は国際生物学オリンピ ク日本代表候補者に認定され 代表選抜試験位 学オリンピ ク日本代表候補 表選抜試験 進績 者 代 者 代高 際

筑波大学で開かれます。
実験試験を行い、予選と合わせた総合成績により金賞（10名）、銀賞（10名）、銅賞（20名）などを授与します。
試験だけでなく、生物好きの参加者同士が交流し、最新の科学に触れることができます。
高校2年生以下の成績上位者約15名は国際生物学オリンピック日本代表候補者に認定され、代表選抜試験に進みます。
代表候補者は特別セミナーに参加したり、チューターの先生や仲間と一緒に生物学の理解を深めます。

金 月

代表選抜試験

2017年3月20日●
行われ、筆記試験により　日本代表4名および次点者2名が選ばれます。）でで行科学技術館（東京都千代田区区）（東 次点技術館（東京 記試験により 日本代表4名および次点者2名が選ばれます。館 都 者東京 記試験により 日本代表4名および次点者2名区 選田 験 日本代表代 筆記試験により 日本代表4名および次点者2名が選ばれま館 試験により 日本代表4名およ都 試区 験により 日本代 4技 東京都 よ よ科 す科 表験により 日本代 4科科学 次学技 り 日本代表4名および次点者2名点行われ 筆記試験により 日本代表4名および次点者2名が選ばれ術 京 で行われ 筆科 千 次館 ま科学技 日田 筆 代代 お術館（東京都千代 れ 筆記試験により 日本代表4名および次点者2名が選ばれ区 記試験により 日本代表4名お術館 で行われ 筆記試験により 日本代表4名および次点者2名が選ば代代 者都 代 代表4名お科 筆 ます術 で行われ 筆記試験に 日本代表4名および次筆記試験に 日本代表4名 び学技 4技技術 試験科学 東京都 者館（東 筆 試験 本代表 名 び次点者 名が選科学技術館（東京都千代科学技術館（東京都千代田区）で行われ、筆記試験により　日本代表4名および次点者2名が選ばれます。

大学などで先進的な生物実験の特別教育をうけ　国際大会にのぞみます。

月（春分の日）

国際生物学オリンピック　第28回　国際大会

2017年7月23日●日～30日●日
ぞれの国・地域を代表する生物好きが集まります。中かから それぞ英国・コヴェントリーに世界中 物英英 の 地域を代表 る生物好 集ま ます。国国 中 国国 地 す す英 表する生世 らそれぞれの国・地域を代表する生物好地英 中 域を代表する生物好きが集まりそれぞれの国・地域を代表する生物好きが集まりま国 国国 代 好ト れぞれの国 地域を代表地域を代表する生地域を代中 きが集する生物好きが集まりますま ま世 それぞれ 地域を代表する生物好きが集域 集英 域 代英国・コヴェントリーに世界中から それぞれの国・地域を代表する生物好きが集まります。

ウェブ申し込み 郵送https://contest-kyotsu.comhttps://contest-kyotsu.com 当日消印有効当日消印有効https://contest-kyotsu.com 当日消印有効



　国際生物学オリンピックでは、キャンベル
生物学が　いわば基準図書として使われて
います。しかし、IBOの系統分類リストは　
その説明文にもあるように　ウェブの Tree 
of Life (http://tolweb.org) に準拠して
　IBOが作って公開しています。しかしTree 
of Life と完全に整合したリストではありま
せんし、Tree of Life もそのプロジェクトの
性格からしてこれから変更されていくもの
です。

　生物種という概念は生物学の基本です。
多様な生物種を分類しその系統関係をさぐ
ることは生物学のひとつの領域です。伝統
的な系統分類では、階層（ドメイン、界、門、
綱、目、科、属、種）にしたがって生物を分類し
ています。その実体は、多様な種への生物の
進化の歴史です。

　生物の進化系統・分類についての基本的
理解は　キャンベル26章「系統と生命の
樹」に説明されています。系統は進化的関係
をしめし、形態と分子データから推定されま
す。遺伝子などの新しい情報で生命の樹の
理解が修正されつつあり、伝統的な系統分
類の階層性についても見直されています。
その分野の研究者の間でも、完全に統一し
た系統分類体系が共有され認められている
わけではありません。IBOの系統分類リスト
は、IBOがとらえた現在のスナップショット
です。

　日本では、系統分類名について　たとえ
ば　Carnivora（食肉性の意）を食肉目と訳
していたのを　ネコ目のように代表的な種
の名称に変えられ（1988年の学術用語集
など）、高校の生物学用語でもネコ目とされ
ています。JBOの訳する系統分類リストでは
食肉目などとしており　混乱しないようにし
てください。

　なお、IBOの出題では　このリストにあげ
られている生物の属が取り上げられること
があります。すくなくとも属の名称は知って
おくのがよいでしょう。系統分類、生物種名
はラテン語でつかわれるので、将来生物学
にみなさんが進むのであれば　その発音も
承知しておくのがよいでしょう。

（JBO　2014)

IBOの
系統分類リストに

ついて

http://www.jbo-info.jp/ibo/pdf_ibo/IBO_Biosystematics_2014_4.pdf

Latimeria chalumnae


