
1

平成１７年度　理学系研究科博士前期課程（生物科学専攻）

秋募集　入学試験

専門科目

試験時間：13：00~16：30

配点(合計)：300点

以下の科目の中から A科目群(A-1から A-4)から 1 科目（配点 100点）、B科目

群(B-1から B-7)から２科目(配点 200点)を選択して解答すること。

科目記号 科目名 ページ

A-1 基礎生物学 2

A-2 基礎物理化学 4

A-3 基礎有機化学 6

A-4 基礎数学 7

B-1 分子生物学 8

B-2 細胞生物学 9

B-3 生化学 12

B-4 遺伝学 13

B-5 発生生物学 17

B-6 生態学 18

B-7 植物生理学 21

注意

(1) 解答用紙（3 枚）と計算用紙（1 枚）を配布する。手元に用紙がそろってい
るか確認すること。不足の場合は速やかに申し出ること。

(2) 各解答用紙に以下の 4項目を必ず記入すること
選択した科目記号、科目名、受験番号、氏名

(3) 選択した科目ごとに、それぞれ別々の解答用紙に解答を記入すること。な
お、解答用紙の表面で書ききれない場合には、裏面の線より下を使用する



2

こと。

科目記号：A-1　科目名：基礎生物学

以下の問題 I から問題VI のうちから、４問題を選択して解答せよ。

問題は 2ページある。

問題　I. 生物細胞について次の設問に答えなさい．

(1) 動物細胞と植物細胞の違いがはっきりわかるようにそれぞれの細胞の模式
図を描きなさい．その際，それぞれの細胞について細胞内外の構造（オル

ガネラを含む）を少なくとも 5 個書き入れること．また，両細胞に共通す
る構造物を 3個以上，共通しない構造物を 2個以上あげそれぞれの機能を 50
字程度で説明しなさい．

(2）また，ほぼ同じ縮尺で大腸菌，ミトコンドリアの大きさを楕円形で示しな
さい．

問題　II. 細胞膜についての次の設問に答えなさい．

(1) 細胞膜（生体膜）の基本構造に関する流動モザイクモデルについて図示し，
簡単にモデルの 100字程度の説明を加えなさい．

(2) 受動輸送，能動輸送について，次の語群の語を使用して膜モデルと関連づ
けてそれぞれ 150 字程度で説明しなさい．いずれの語も 2 回以上使っても
よい．

語群：エネルギー、拡散、細胞膜、タンパク質、チャネル、濃度勾配、

ポンプ、リン脂質，

問題　III. 地球環境の変化と生物進化についての次の設問に答えよ．

原始地球は、岩石の酸化に酸素が使われて還元的な環境だった．地球環境
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が生物の進化プロセスに大きな影響を与えたとともに、生命の誕生やその後

の進化は地球環境を大幅に改変してきた．このような生物が地球環境に与え

た影響と、その結果としての地球環境変化が生物進化に与えた影響を、下の

語群の語をそれぞれ一回以上使って 200 字程度で述べよ．

語群：オゾン層、　DNA 損傷、　光合成、　ストロマトライト、　紫外線、 　　　

シアノバクテリア

問題 IV. 生物の大分類に関する次の設問に答えよ．

動物界と植物界とに二分する古典的な二界説に対して、五界説はどのように

生物を区別するか 5 つの界を列挙し、それぞれの界に属する生物を以下の生

物群から選び、各々の界の特徴を 50字程度で説明せよ．

生物群：　アオコ、　カイメン、　コケ、　ゾウリムシ、　シダ、　シアノバ

クテリア、　シイタケ、　タマホコリカビ、　ミドリムシ、　ナマコ

問題V.　品種改良に関する次の設問に答えよ．

地球人口の急激な増加に見合う食糧生産を確保するためには品種改良によっ

て、より高い生産力を持つ農作物を育種することは常に重要な課題である．

品種改良に用いられてきた手法を３つあげ、それぞれ 50字程度で説明せよ．

問題 VI. オーストリアの修道士であったメンデルはエンドウの形質を用いて生
物の遺伝の基本的な法則を見いだした．これについて以下の問題に答えよ

(1) 黄色の豆を作るエンドウと緑色の豆を作るエンドウを交配すると得られた
雑種は全て黄色となった．この理由はどのように説明できるか、４０字程

度で答えよ．またこのことは何の法則と呼ばれているのか記せ．

(2) 上の(1)の問において得られた雑種同士をさらに交配すると黄色の豆と緑色

の豆を持った個体はどのような割合で生じるか．法則名も含めて 40 字程度

で説明せよ．

(3)黄色の豆を作るエンドウ同士を交配した場合と緑色の豆を作るエンドウ同士
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を交配した場合、それぞれどのような雑種が得られるか予測し、その理由

を述べよ．
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科目記号：A-2　科目名：基礎物理化学

下記の６つの問題より２つの問題を選択し、答案を作成せよ。問題

は 2ページある。

問題 I. 次の問いに答えよ。

(1) 酸素分子陽イオン O2
+とフッ素分子 F2 の結合エネルギーの大小について、

分子軌道概念を用いて説明せよ。

(2) 一酸化炭素 CO と一酸化窒素 NO の結合エネルギーの大小について、結合
次数という指標を用いて説明せよ。

(3) アンモニア NH3、ボラン BH3、オキソニウムイオン H3O+の立体構造を混成

軌道概念を用いて説明せよ。また、アンモニア１分子とボラン１分子が結

合する場合の結合様式について説明せよ。

問題 II. 気体 Aと気体 Bが等しい体積Ｖの２つの容器に、それぞれ入っている。
Aの分子数は Bの分子数の x倍として、次の問いに答えよ。
ただし、気体 Aと気体 Bは理想気体とみなしてよい。

(1) 圧力が等しい場合、Aの絶対温度は Bの絶対温度の何倍になっているか。
(2) 分子の根平均二乗速度が等しい場合、A の分子量が B の分子量の y 倍とす
ると、Aの圧力は Bの圧力の何倍になっているか。

問題 III. 細胞膜を構成する主要な成分であるリン脂質を水に分散すると、層状
のベシクルを形成する。これを加熱すると、ゲルから液晶に変わる相転移温度

において大きな吸熱変化が起こる。

(1) 熱力学第二法則を用いて、吸熱変化が起こる理由を説明せよ。
(2) 液晶状態のリン脂質ベシクルを冷却すると、相転移温度ではどのような変
化が起こるか。熱力学第二法則を用いて説明せよ。
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問題 IV. 半透膜で隔てられた一方の側（A側）に 3 mMの濃度のリボヌクレア
ーゼ（ナトリウム塩）を 100 ml加え、他方の側（B側）に 50 mMの濃度の NaCl
を 100 ml 加えた。平衡状態における、A 側および B 側のナトリウムイオンお
よび塩素イオンの濃度はそれぞれいくらか。Donnan効果にもとづき、計算によ
って求めよ。なお、リボヌクレアーゼは正味 3 個の電荷をもち、半透膜は通過
できないものとする。

問題 V. 凍結乾燥は、凍結状態のままで減圧して試料から水や他の昇華性のも
のを除去し、乾燥する方法であり、生物試料の乾燥や保存によく用いられる。

次の問に答えよ。

(1) 縦軸に圧力、横軸に温度をとり、水の相図（または状態図）を作成せよ。
なお、水の三重点は 0.61 kPa（1気圧は 101.3 kPa）、273 Kである。

(2) (1)の相図を用い、凍結状態のままで生物試料を乾燥することができる理由
を説明せよ。

問題 VI. 圧力 P1、体積 V1、温度 T1の状態にある理想気体を、次の２つの異な

る経路（経路 I、経路 II）により、圧力 P2、体積 V2、温度 T1の状態に変化させ

た。次の問に答えよ。

[経路 I]　可逆等温膨張で変化させた。
[経路 II]　可逆断熱膨張で圧力 P3、体積 V2、温度 T2の状態まで変化さ

せた後、可逆定容で加熱して圧力 P2、体積 V2、温度 T1の状態

に変化させた。

(1) 経路 I と経路 II における内部エネルギーの変化ΔU と、系がされた仕事Δ
Wを調べ、Uは状態関数であるが、Wは状態関数ではないことを説明せよ。

(2) 経路 IIにおけるエントロピー変化ΔSを求めよ。
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科目記号：A-3　科目名：基礎有機化学

次の問題Ⅰから問題Ⅴの中から３問題を選択して解答しなさい。

問題 I. 次の事柄を簡単に説明せよ．

１）疎水相互作用，２）水素結合，３）モル吸光係数，４）遷移状態

問題 II. SN1 反応および SN2 反応について，それぞれの反応機構を例を挙げて

説明せよ．

問題 III.有機低分子の構造を各種スペクトル法により決定したい。どのよう

な方法があるか。また、それらの方法によりどのような構造情報が得

られるか簡潔に説明せよ。

問題 IV. 次の一連の反応は Robinson 環化と呼ばれる．中間体[A], [B]ならび

に生成物[C]の構造を書き，反応式を完成せよ．

問題 V. 必須アミノ酸について解説し，その構造式を記述せよ．

Michael 付加 aldol 縮合
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科目記号：A-4　科目名：基礎数学

次の問題 I から問題 IVについて解答せよ．

問題 I．実数関数 yxxyyxxyxf 2222),( 223 −+−+−=  について，次の問いに

答えよ．

(1) 偏導関数 
x
f
∂
∂

, 
y
f
∂
∂

 を求めよ．

(2) 極値を求めよ．

問題 II． 00 =a , 11 =a , nnn aaa β−= ++ 12  )0( ≥n  で表される数列 }{ na  につい

て，次の問いに答えよ．ただし， βは実数とする．

(1) 
4
1

=β  のとき， }{ na  の一般項を求めよ．

(2) 
4
1

≠β  のとき， }{ na  の一般項を求めよ．

(3) }{ na  が収束する β  の値の範囲を求めよ．

問題 III．次の 1x , 2x , 3x , 4x  についての連立一次方程式を解け．また，左辺

の係数行列の階数（rank）を求めよ．

問題 IV．次の行列の固有値と対応する固有ベクトルを求めよ．
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科目記号：B-1　科目名：分子生物学

以下の 8題から 3題を選択して解答せよ．

問題 I. DNAを構成するポリヌクレオチド鎖の、糖-リン酸骨格の構造を C, H, O,
P の記号を用いて 2 ヌクレオチド分（糖-リン酸-糖）を図示せよ．生理的条
件下で電荷を持っている部位を示すこと．ただし、塩基については、それ

を結合している炭素（糖の１’位の C）を示して、塩基の構造は省略してよ
い．

問題 II. 分子生物学の発展の初期には、大腸菌 E.coli K12 株を用いた実験が主
流であった．種々の E.coli K12株変異株を選択的に分離するために、レーダ
ーバーグらが実践したレプリカ平板法とペニシリン選抜法について説明せ

よ．

問題 III. 大腸菌 K12 株の接合現象に関与する F 因子とは何か．また、Hfr菌と
は何か．Hfr 菌を用いてどのような分子遺伝学的成果があげられたか．これ
らについて説明せよ．

問題 IV. 転写開始に際して、RNA ポリメラーゼは遺伝子の調節領域を認識し
てそこに結合する．転写開始部位の認識方法について、原核生物の場合と

真核生物の場合のそれぞれについて説明せよ．

問題 V. 真核生物では、RNA は遺伝子 DNA から転写された後にさまざまな修
飾を受ける．その修飾機構について３つの例をあげて説明せよ．

問題 VI.　多細胞生物では、遺伝情報（ゲノム DNA 配列）が一生の間に何百
万回もコピーされるが、個々の細胞が受け継ぐ遺伝情報はほとんど変化し

ない．それは DNA複製時の校正機構とその後の修復機構によるものである．
この校正機構と修復機構について説明せよ．

問題 VII. DNA 塩基配列を決定する方法のうち、酵素法（サンガー法）の原理
を説明せよ．

問題 VIII. ヒト由来のある酵素の遺伝子を大腸菌に導入し、発現させる実験を
行った．大腸菌の抽出物から、抗体を用いて目的の酵素タンパク質を検出
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することができたが、そのタンパク質は酵素活性をもっていなかった．こ

の理由として考えられることを３つあげ、それぞれ説明せよ．
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科目記号：B-2　科目名：細胞生物学

次の問題 Iから問題 IVに解答せよ。問題は 3ページある。

問題 I.　次の文を読んで下の問(1)から問(5)に答えなさい。

　37℃の至適温度で活発に増殖している（以後、至適状態という）ヒト培養細

胞の (A) 培養温度を 25℃に下げ 24時間後に顕微鏡で観察したところ、全体の

細胞数に変化はなかったが、分裂中の細胞の割合が元の半分程度に減っていた。

また、至適状態のヒト培養細胞に、(B) ある化学物質を加えて 37℃で 24 時間

後に顕微鏡で観察したところ、全体の細胞数が減少し、分裂している細胞はほ

とんど見られず、通常より小さな核を持った異常な小細胞が多数観察された。

至適状態の細胞および、上記の (A) または (B) の処理をした細胞の DNA 量を

フローサイトメーターで測定したら下の図のようになった。

　　　　図（1）　　　　　　　　　　　　図（2）　　　　　　　　　　　図（3）

問(１)　図 (1) は至適状態の細胞のフローサイトメーターの結果である。図 (2)
(3)の各々どちらが (A) 25℃処理細胞、(B) 化学物質処理細胞のフローサイ
トメーターの結果かを示しなさい。

問(２)　至適状態において細胞周期の G1期、G2期、S期、M期にある細胞は、
各々図 (1) 中の a、b、c、dのどこの状態に対応するか。

問(３)　問題文中の下線部のような細胞現象をなんと呼ぶか。

問(４)　(A) 25℃処理細胞、(B) 化学物質処理細胞を元の 37℃の至適状態にもど
したら、数日後には細胞数は各々どのように変化していると考えられるか。

a b c d

0

0

細 

胞 
数

細胞当たりの DNA量 0

0

細 
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数
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問(５)　細胞周期の進行に重要な働きをになうタンパクを２つ書きなさい。

問題 II.　次の文を読んで下の問(1)から問(4)に答えなさい。

多細胞生物では、細胞間の情報伝達により、成長・分化・代謝などの様々な生

理機能の調節が行われている。動物の細胞間情報伝達を例にとると、以下の３

種類の代表的な様式があげられる。Ⅰ）ホルモンなどのシグナル伝達物質が分

泌細胞から分泌された後、血流などにより遠く離れた標的細胞へ運ばれ、標的

細胞の細胞表面あるいは細胞内の受容体に結合し、細胞内代謝の調節を行う。

Ⅱ）分泌細胞から分泌されたシグナル伝達分子が、近隣の標的細胞の受容体に

結合し、シグナルの受け渡しを行う。Ⅲ）分泌細胞と標的細胞が同じで、分泌

されたシグナル伝達分子が自身の受容体に結合し、シグナルの受け渡しを行う。

問(１)　Ⅰ）で述べられた細胞間の情報伝達機構のなかで、シグナル伝達物質
が細胞表面の受容体に結合して細胞内代謝の調節を行う例を、一つあげて

説明しなさい。

問(２)　Ⅰ）で述べられた細胞間の情報伝達機構のなかで、シグナル伝達物質
が細胞膜を透過して細胞内の受容体に結合して細胞内代謝の調節を行う例

を、一つあげて説明しなさい。

問(３)　Ⅱ）で述べられた細胞間の情報伝達機構のなかで、神経細胞に関する
例を一つあげて説明しなさい。

問(４)　Ⅲ）で述べられた細胞の情報伝達機構に関する例を一つあげて説明し
なさい。

問題 III.　次の文を読んで下の問(1)から問(4)に答えなさい。

　ゼラチンの主成分は動物由来のコラーゲンである。ゼラチンを高温で溶かし、

砂糖水とイチゴやサクランボを加えて低温でゲル化させて作ったフルーツゼリ

ーは夏の冷菓として人気が高い。

問(１)　コラーゲンは主として動物組織中のどこに存在するか。

問(２)　動物組織中におけるコラーゲンの構造と機能について簡単に述べなさ
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い。

問(３)　ゼリー冷菓の作り方から考えると、コラーゲンはゼリー中でどのよう
な構造をとっていると考えられるか。

問(４)　パイナップルやパパイアをゼリーに加えるとゼリーが固まり難くなる
のはなぜか。

問題 IV. 　以下の８つの用語から３つの用語を選び、それらを説明しなさい。

1) 微小管、２）細胞骨格、３）アクトミオシン、４）細胞分裂装置、５）原形

質連絡、６）エンドサイトーシス、７）モルフォゲン、８）葉緑体形成
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科目記号：B-3　科目名：生化学

次の問題Ⅰ、問題Ⅱ、問題Ⅲ、問題Ⅳ、問題Ⅴの中から３問題を選択して解答しなさい。

問題 Ⅰ.　次の事柄について、簡潔に説明せよ。

１．緩衝液　　２．アノマー　　３．双極子モーメント　　４．等電点

問題 Ⅱ.　タンパク質の高次構造の安定性に寄与する非共有結合性相互作用に
ついて知るところを述べよ．

問題 Ⅲ.　タンパク質の立体構造を決定する主たる方法を 2 つ挙げ、それぞれ
の試料形態、測定原理、得られる情報の質などの特徴を簡潔に説明せよ。

問題 IV.　酵素について以下の問いに答えよ。
⑴　ＥＳ複合体の定常状態の仮定に基づきMichaelis-Mentenの速度式を導け。
　　　　　　　  k1       k2

　　　　Ｅ＋Ｓ  ＥＳ  Ｅ＋Ｐ
                k-1

ここで、Ｅ，Ｓ，ＥＳ，Ｐはそれぞれ酵素、基質、ＥＳ複合体、生成物を表し、k1、

k-1、k2はそれぞれ対応する素過程の速度定数を表す。

⑵　酵素は非常にすぐれた触媒である．触媒としてどのような点ですぐれてい

るかについて述べよ．また，その優れた機能をどのようにして達成せてい

るかについて知るところを述べよ．

問題 V.　グリコーゲンについて以下の問いに答えよ。

⑴　脂肪という貯蔵栄養が多くあるにもかかわらず動物がグリコーゲンの形で

栄養を貯蔵する理由を３点挙げよ。

⑵　グリコーゲンはおもに肝臓と筋肉に貯えられ、必要に応じて分解される。

肝臓におけるグリコーゲンの分解につき簡潔に説明せよ。
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科目記号：B-4　 科目名：遺伝学

以下の問題 Iから IVに解答せよ。問題は 4ページある。

問題 I. 遺伝子とゲノムについての次の文を読んで問 1から問 2に答えよ。

真核生物では、遺伝子は、転写され、成熟ｍRNAとなり、タンパク質に翻訳

される。一方、タンパク質に翻訳されない遺伝子もある。それらは、機能をも

った RNA 分子の、（　ア　）、（　イ　）、（　ウ　）などをコードしており、今

日では、それらを含めて遺伝子という。タンパク質をコードする遺伝子は、通

常、ゲノムに(　エ　)コピーだけ存在するが、ヒストン遺伝子のように、多数

のコピーが存在する例もある。遺伝子部分はヒトゲノムの約 30％を占めるだけ

で、残りは、反復配列その他の意味のない配列であり、これらを含めてゲノム

という。真核生物の体細胞核にはゲノムが（　オ　）セットある。

〔問１〕文中の空欄に適当な数値または語句を入れよ。

〔問２〕一つの遺伝子は、一種類のタンパク質をコードしているというと、必

ずしも正しくない。それはなぜか？　根拠を２つあげよ。

問題 II. DNA複製に関する(1)~(3)の文を読んで問 1から問 6に答えよ。
(1) DNAポリメラーゼは、親細胞 DNAを鋳型として、（　ア　）方向に新規 DNA
の伸長反応を行う。分裂によって生じた二つの娘細胞の DNA は、親細胞か
ら受け継いだ一本の鋳型 DNA 鎖と、新規合成 DNA 鎖とのヘテロ二重鎖に
なっている。この複製様式を(　イ　)複製という。

(2) また、DNA ポリメラーゼは、プライマーがなければ DNA 鎖を伸長できな
い。そのため、DNA 合成開始には短い（　ウ　）がプライマーとして使わ
れ、DNA合成後に除去される。

(3) 真核生物では、DNA 複製は複数の複製起点からはじまり、（　エ　）を形
成しながら、両方向にすすむ。一方の新生 DNA 鎖は連続的に伸長するが、
もう一方の新生 DNA 鎖は、100 から 200 塩基の短い DNA 鎖の単位で、不
連続的に伸長する。連続的に伸長する鎖を（　オ　）、不連続的に伸長する

鎖を（　カ　）という。

〔問 1〕文中の空欄に適当な語句を入れ、文を完成せよ。
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〔問 2〕下線で示した複製単位の名称を書け。

〔問 3〕（3）を模式図で示せ。ただし、真核生物 DNA は二本の実線で表し、5’
末端、3’末端を明示すること。また、複製起点は一箇所とする。新生 DNA
鎖は伸長方向を向いた矢印で表せ。

〔問 4〕真核生物の体細胞分裂後、娘細胞の新生 DNAは短くなっている。その
部分を前問解答の模式図中に点線で示せ。

〔問 5〕複製ごとに DNAが短くなることは、真核生物の体細胞の運命にどのよ
うに関係するか？

〔問 6〕生殖細胞は、体細胞と異なり、世代から世代へと、その種の完全なゲ
ノムを伝達しなければならない。そのため、生殖細胞には、分裂後もＤＮ

Ａが短くならないよう防ぐ機構がある。その機構について、簡単に説明せ

よ。

　

問題 III. 次の(1)~(4)のヒト染色体に関する説明文を読み、以下の問 1から問 5
に答えよ。

（1）ヒト生殖細胞に見られる（　ア　）分裂では、第一（　ア　）分裂に続
いて、第二（　ア　）分裂が生じる。男子の場合は、１個の第一精母細胞

から最終的に（　イ　）個の精子が形成される。したがって、ヒト精子中

に含まれる染色体は（　ウ　）本になる。

（2）正常ヒト染色体は、細胞あたり（　エ　）対の常染色体と１対の（　オ　）
からなり、通常、１組の姉妹染色分体同士が、動原体で結合した形で観察

される。体細胞の分裂期では、（ａ）紡錘糸が動原体に結合し、その後姉妹染

色分体が紡錘糸に導かれてそれぞれ反対の極に移動することで染色体の分

離が完了する。

（3）ヒト細胞の染色体標本は次の手順で作製することができる。まず、分裂
刺激を加えたヒトリンパ球細胞を培養液中で増殖させ、　コルセミドなど

の（ｂ）紡錘糸形成阻害剤を加えて分裂期細胞を集積させる。　集めた細胞

を（ｃ）低張液で 20分間処理したのち、酢酸とメタノールの混合液を加える。

遠心して上澄液を捨てた後、再び酢酸とメタノールの混合液を少量加えて
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細胞浮遊液とし、それをスライドグラスに滴下して乾燥させる。

（4）細胞周期の G1 期にある細胞に電離放射線が照射された場合、染色体切断
が生じることがある。ほとんどの場合、切断された染色体は元通りに修復

されるが、まれに（ｄ）修復されなかった切断は、DNA 合成期、G2 期を経

て分裂期に染色体異常として観察される。

［問 1］説明文（1）~（2）の空欄（ア）~（オ）に適切な語句、または数値
を入れよ。

［問 2］説明文（2）の下線部（ａ）について、２ｎ＝４の細胞を仮定して記述
内容を最もよく表す図を描け。

［問 3］説明文（3）の下線部（ｂ）に関して、分裂期は、さらに分裂前期、分
裂中期、分裂後期、分裂終期の４期に細分される。下線部（ｂ）の処理で

集積するのはこのうちのどれか答えよ。

［問 4］説明文（3）の下線部（ｃ）の処理により、細胞はどのように変化する
と予想されるか答えよ。

［問 5］説明文（4）の下線部（ｄ）において想定される染色体異常を図示せよ。
ただし、２本の姉妹染色分体が判別できるように描くこと。

問題 IV. 次の(1)~(2)のヒト遺伝病に関する説明文を読み、以下の問 1 から問 2
に答えよ。

(1) 次の図は、ある単一遺伝子の変異に起因するヒト遺伝病に関する家系図を
表している。図中の四角形は男性、円形は女性を示す。また、白ヌキ記号

（四角形、円形）は健常人を示し、黒ヌリ記号（四角形、円形）は発症し

た患者を示している。この家系図のような発症様式を示す遺伝病を、

（　カ　）遺伝病という。この遺伝病の原因遺伝子の正常型をＡ、変異型

をａと表した場合、患者の両親の遺伝子型は、（　キ　）と表され、患者は、

（　ク　）と表される。（　キ　）の遺伝子型をもつ両親からは、（　ケ　）％

の割合で、（　ク　）の遺伝子型をもつ遺伝病患者が生まれると推定される。
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(2) がん抑制遺伝子の研究は、小児の眼に生じる網膜芽細胞腫（retinoblastoma）
の研究により大きく進展した。網膜芽細胞腫の原因遺伝子は、ヒト 13 番染
色体の長腕上に存在する Rb 遺伝子であり、世界で最初に単離されたヒトが
ん抑制遺伝子である。網膜芽細胞腫は、遺伝性と非遺伝性の２つに大別さ

れる。遺伝性網膜芽細胞腫患者では、一方の親の生殖細胞においてすでに Rb
遺伝子に変異が生じており、残りのもう一方の正常 Rb 遺伝子にさらに変異
が生じた場合に発がんに至る。一方、非遺伝性網膜芽細胞腫患者では、生

後同一細胞において両親由来の２つの Rb 遺伝子のそれぞれに変異が生じた
場合にがんが発生する。このように網膜芽細胞腫の発生には、両親から受

け継いだ２つのRb遺伝子の両方が変異を受けて不活性化される必要がある。

［問 1］ 説明文(1)の空欄（カ）~（ケ）に適切な語句、記号、または数値を入
れよ。

［問 2］ 説明文(2)の下線部について、その理由を「がん抑制遺伝子」をキーワ
ードとして簡潔に説明せよ。
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科目記号：B-5　科目名：発生生物学

　次の８問題中から４問題を選択して、用語の意味を簡潔に説明し

なさい。（ただし、研究に用いられた主な生物種を各１種類づつ例

示しながら、回答すること）

問題 I. ホメオティック変異（homeotic mutationまたは homeotic transformation）

問題 II. シュペーマンのオーガナイザー (Speman’s organizer)

問題 III. アニマルキャップアッセイ(animal cap assay)

問題 IV. 胚性幹細胞 (embryonic stem cell)

問題 V. 原腸陥入(gastrulation)

問題 VI. 成虫原基（imaginal discs）

問題 VII. 神経堤細胞（または神経冠細胞）(neural crest cell)

問題 VIII. 造血幹細胞 (hematopoietic stem cell)
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科目記号：B-6　科目名：生態学

次の問題 Iから問題 IVのうちの 3問題について解答せよ．

問題　I. 次の河川生物調査についての設問に答えよ．

　本州中南部の山地渓流（標高 200m ぐらい）の 50m 程度の区間について、生物群集の調

査を行うことにした．その区間に生息する生物の種類相・組成や現存量を調べたい．

どのような生物群を対象に、どのように採集・保存・分析するか、5つ以上の生物群（分

類群ではなく生態的に区分されるグループ）について、それぞれ 150 字程度でできるだけ

具体的に説明せよ．

問題　II. 次の語句について、それぞれ 150字程度で説明せよ．

A: 生態的遷移

B: 栄養段階

C: 生態的地位

D: 食物連鎖
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問題　III. 次の設問に答えよ．
　フロリダにはフウセンカズラという植物が存在する．フロリダにはもともとそ

の土地の固有種であるフウセンカズラが自生していた．ところが現在から 45 年前
に外来種のフウセンカズラがフロリダに侵入し、それから 25 年ほどの間に自生種
がその外来種のフウセンカズラに置き換わってしまった．自生種と侵入種の実の

形状は図１に示すように明らかに異なり、特に果実部分の厚さは外来種の方が薄

い．この植物の種子に口器（口吻）を差し込んで種子の内容物を吸うフウセンカ

ズラカメムシがいる．このカメムシはフウセンカズラしか寄主植物として利用し

ない．Carrol and Boyd (1992)は、博物館に保存してあるこのカメムシの標本を調
べたところ、図 2 に示すように口吻の長さが採集された年代とともに変化してい
ることを明らかにした．このカメムシの口吻の長さはなぜ変化したのだろうか、

その過程も含めて、進化的観点から説明せよ．
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問題 IV. 次の生物群集についての設問に答えよ．

　岩礁帯には多様な生物種が見られる．Paine (1966)は岩礁帯の生物が多様な

理由を調べるために、ある岩礁帯で、最上位捕食者であるヒトデを除去する実

験を行った．その結果、ヒトデを除去した３ヶ月後には、フジツボの１種が岩

表面の 60~80％を占めるようになった．１年後には、ムラサキイガイが急速

に岩表面を占めるようになった．他の生物種はカメノテと捕食者のイボニシが

所々に散在する程度で、藻類は激減し、ヒザラガイとカサガイは消失した．ま

た、直接ヒトデと関係のないカイメンやイソギンチャクまで減少した．一方で、

ヒトデを除去しなかった場合は、生物種の多様性が維持された．この岩礁帯生

態系におけるヒトデの役割とはどのようなもので、それはどのような作用によ

って成り立っていると考えられるか、詳細に説明せよ．参考までに図 3 にこの

岩礁帯の食物網について示した．ハイフンで結んだ数値は捕食者が被食者を摂

食した個体数（左側）とカロリー量（右側）の割合（％）である（下図の説明

は一部欠如しているので注意）．
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科目記号：B-7　科目名：植物生理学

以下の問題 I~V より 3 題を選んで解答せよ。

問題 I.　高等植物細胞の伸長成長を規定しているパラメータについて記せ。

問題 II.　高等植物の成長、発達における細胞壁の役割について記せ。

問題 III.　種々の環境要因は最終的に植物の成長、発達に影響する。この場合、
環境情報はどのようなメカニズムでその成長、発達に影響すると考えられ

るか。一般論あるいは特定の環境情報に関して、その受容、伝達の分子的

機構を含めて論述せよ。

問題 IV.　多くの一年生草本や落葉樹の葉などは秋になると黄変、紅葉し、落
葉する。植物ホルモンの働きに基づいて、黄変、落葉のメカニズムを記せ。

問題 V.　植物生理活性物質を広く植物界から探索し、分離、同定するための理
論ならびに実験手法を述べよ。


