
平成１８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-3)から 1科目（配点 100点），B科目

群(B-1から B-8)から２科目(配点：各科目 100点)を選択して解答しなさい． 

 

科目記号 科目名    ページ 

A-1  基礎生物学    2  

A-2  基礎化学    5 

A-3  基礎数学    7 

 

B-1  分子生物学     9 

B-2  細胞生物学    11 

B-3  生化学     13 

B-4  遺伝学     15 

B-5  発生生物学    19 

B-6  生態学     20 

B-7  植物生理学    23 

B-8  生命化学    24 

注意 

(1) 解答用紙を 3 枚配布する．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なさい． 

(2) 各解答用紙に以下の 4項目を必ず記入しなさい． 

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しなさい．な

お，解答用紙の表面に書ききれない場合には，裏面の線より下を使用しなさ

い． 

(4) 計算や下書きは，問題用紙の余白や裏面を使いなさい． 
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科目記号：A-1 科目名：基礎生物学 
 

 
以下の問題Ｉから問題Ⅴのうちから，4 問題を選択して解答しなさ
い．問題は 3ページある． 
 

 

 
問題Ⅰ．生物は原核生物と真核生物に分類することができる．これらの２つ

の生物群には，細胞内における遺伝情報の存在様式に大きな差異がある．

その差異について，200字以内で説明しなさい． 

 

 

 

 
問題Ⅱ．同じ生物種の個体間にみられる形質の違いを変異という．この変異

について以下の問に答えなさい． 

 

問 1. 突然変異を生じさせる原因について，その例をあげなさい．また，突然

変異の生じるメカニズムについて，100字程度で説明しなさい． 

  

 

問２．突然変異は生物の進化に重要な役割を果たしてきたと言われるが，この

ような考え方を提唱した代表的な科学者を一名挙げ，その考え方を 100字

程度で簡潔に説明しなさい． 
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問題Ⅲ．次の(1)から(4)の生物群などについて，各々の生物的な特徴について，

形態・生態・進化史的な位置づけを含めて，それぞれ 50字程度で説明し

なさい．  

 

(1) 海綿動物 

 

(2) ゾウリムシ 

 

(3) ストロマトライト 

 

(4) ナメクジウオ 

 

 

 
 
問題Ⅳ．リンネが 200 年以上前に提唱した生物の命名システムは，様々な改

良が加えられて，現在も「国際動物命名規約」などとして生物科学の世

界での標準システムとして使われている．このシステムには，少なくと

も４つの基本的な取り決めがある．それらの基本的な取り決めをあげて，

４つの内容をそれぞれ 50字程度で説明しなさい． 
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問題Ⅴ．ミトコンドリアと葉緑体について次の問に答えなさい 
 

問 1．ミトコンドリアと葉緑体の機能についてそれぞれ 100 字程度で説明し，

その模式図を書きなさい． 
 

 

問 2．ミトコンドリアと葉緑体の起源に関して，これらはともに別の生物であ

ったが大型の細胞に侵入しその後共生・進化したという説（細胞内共生説）

がある．この説の根拠となっているミトコンドリアと葉緑体に共通する特

徴を 3点あげなさい． 
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科目番号：A-2 科目名：基礎化学 
下記の問題Ⅰから問題Ⅷより４つの問題を選択し，解答しなさい．

問題は２ページある． 
 

問題Ⅰ．次の(1)～(4)において，それぞれの物性あるいは値に差異が生じる原
因を説明しなさい． 

 

(1) ヘリウム原子の 2s軌道と 2p軌道のエネルギー 

(2) 窒素原子と酸素原子の第 1イオン化エネルギー 

(3) 窒素分子と酸素分子の磁性 

(4) 水分子の結合角 H-O-Hとアンモニア分子の結合角 H-N-H 

 

 

問題Ⅱ．次の問１と問２に答えなさい． 
 

問１．気体 Aと気体 Bが等しい温度 Tに保たれた容器 aと容器 bにそれぞれ入

っている．Aの分子数は Bの分子数の x倍，また，Aの分子量は Bの分子

量の y倍である．容器 aの体積が容器 bの体積の z倍とすると，気体 Aの

圧力は気体 Bの圧力の何倍になっているか．ただし，気体 A と気体 B は

理想気体とみなして計算しなさい． 

問２．分子の運動様式について述べよ．また，分子のそれぞれの運動様式から，

分子に関するどの様な情報が得られるかについても述べよ． 

 

 

問題Ⅲ．次の問 1から問 3に答えなさい． 
 

問１．298 K，1 気圧において，元素から，固体のα-D-glucose，気体の CO2，

液体の H2Oの生成の標準自由エネルギーは，それぞれ-904 kJ･mol-1，-395 

kJ･mol-1，-237 kJ･mol-1である．同じ温度，圧力における glucoseの CO2お

よび H2Oへの燃焼の標準自由エネルギーを求めなさい． 

問２．化学反応における平衡定数と温度の関係は，van't Hoff式により表される．

van't Hoff 式を示しなさい． 

問３．吸熱反応を示す化学反応では，温度が上昇すると平衡定数はどのように

変化するか．van't Hoff式を用いて説明しなさい． 
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問題Ⅳ．25℃において，等モルの酢酸とエタノールとを混合すると，平衡状
態ではそれらの 2/3はエステルと水に変化する．次の問１から問３に答え

なさい． 

 

問１．上記の反応を化学反応式で示しなさい． 

問２．与えられた条件から，上記の反応の平衡定数を求めなさい． 

問３．問２で求めた平衡定数から，この反応の標準自由エネルギーを求めなさ

い．必要ならば，以下に示す数値を用いなさい． 

    気体定数 R = 8.314 J･K-1･mol-1  

  log 2 = 0.301，log 3 = 0.477，log 4 = 0.602，log 5 = 0.699， 

  log 6 = 0.778，log 7 = 0.845，log 8 = 0.903，log 9 = 0.954   

 

 

問題Ⅴ．次の事柄(1)から(4)を簡単に説明しなさい． 
(1) 化学シフト 

(2) エナンチオ面区別反応 

(3) HOMO, LUMO 

(4) アルドール反応 

 

 

問題Ⅵ．誘起効果（Inductive Effect）が，有機化合物の反応性や性質（酸性，
塩基性）に与える影響について例を挙げて説明しなさい． 

 

 

問題Ⅶ．同じ分子式をもっていて，違った性質を示す化合物は，互いに異性

体であるという．ふつう有機化学では異性現象を構造異性と立体異性に大

別する．立体異性を３つに分け，それぞれの構造式を示して説明しなさい． 

 

 

問題Ⅷ．脱離反応のおける E1 機構および E2 機構について，それぞれの反応
機構について，例を挙げて説明しなさい． 
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科目記号：A-3 科目名：基礎数学 
 
次の問題Ⅰから問題Ⅳについて解答しなさい．問題は 2ページある． 
 

問題Ⅰ．関数
axxexf −=)( （aは実定数）について以下の問１から問３に答

えなさい． 

 

問１．  )(xf の導関数 )(' xf を求めなさい． 
 

問２． )(xf の極小値，極大値を求めなさい． 

 

問３．  aが正の数のとき， ∫
∞

0
)( dxxf を求めなさい． 

 

 

 

問題Ⅱ．次の問１から問２に答えなさい． 
 

問１． 微分方程式 rx
dt
dx

= （rは正の定数）， 1)0( =x を解きなさい． 

 

問２． 微分方程式
txe

dt
dx += ， 0)0( =x を解きなさい． 

 

 

 

 

 

 

（問題は次のページに続く） 
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問題Ⅲ．線型写像について以下の問１から問３に答えなさい． 
 

問１． 次の線型写像 fに対応する行列 Aを求めなさい．  

 

 

 

 

 

問２． (1)の線型写像 fに対して， 

 

 

 

 

 

 

 を満たす ),,,( 4321 xxxx を求めなさい． 
 

問３． 行列 Aの階数を求めなさい． 

 

 

問題Ⅳ．次の行列 Aについて，以下の問１から問２に答えなさい． 
 

 

 

 

 
問１．行列式 A を因数分解しなさい． 

 

問２．a=1, b=0, 1−=c のとき，行列 Aの固有値を求めなさい． 

 

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

+−−
++
++−

→

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

421

432

431

4

3

2

1

32
32
3

:
xxx

xxx
xxx

x
x
x
x

f

.
1
1
1

2

2

2

⎟⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

=
cc
bb
aa

A

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
→

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

0
0
0

:

4

3

2

1

x
x
x
x

f



 9

科目記号：B-1 科目名：分子生物学 
 
以下の問題Ⅰから問題Ⅵのなかから，３問題を選択して解答しなさ

い．問題は２ページある． 
 

問題Ⅰ．真核生物の転写は，プロモーター中の TATA配列に基本転写因子が結
合することにより開始されるが，転写量の調節に関わる遺伝子活性化因

子が結合する配列は，TATA配列よりも数千塩基対も離れたところに存在

することがある．この配列に活性化因子が結合して，転写量を増大ある

いは抑制する機構について説明しなさい． 

 

 

問題Ⅱ．大腸菌のタンパク質生合成におけるペプチド伸長反応過程を，以下

の語句を参考にして説明しなさい． 

 

（語句）リボソーム A-部位 P-部位 アミノアシル tRNA ペプチジル tRNA  

EF-Tu  EF-Ts  EF-G  GTP  アミノ酸  
 

 

問題Ⅲ．DNA トポイソメラーゼは，二本鎖 DNA のホスホジエステル結合を
一時的に切断し再結合する酵素で，反応機構と役割の違いから I型，II型

に分けられる．これら二つの型のトポイソメラーゼについて，それぞれ

説明しなさい． 

 

 

問題Ⅳ．酵素活性をもつ RNAの機能について，タンパク質酵素との違いを含
めて説明しなさい． 
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問題Ⅴ．cDNA配列から翻訳されたタンパク質の分子量を推定することができ
るが，この推定値は必ずしも生体内で発現しているタンパク質の分子量と

一致するとは限らない．この原因を説明しなさい． 

 

 

問題Ⅵ．ある理想的な DNA らせん構造モデルでは，DNA はらせん軸にそっ
て塩基対一段ごとに 36°のねじれをもつ．臭化エチジウム（ethidium 

bromide）は，DNA 二重らせんの隣接する塩基対間の隙間にはさまって，

一段あたり 36°から 10°のねじれへ，26°減少させる．このモデルにし

たがって，1000塩基対の鎖長をもつ線状 DNA分子を考えるとき，以下の

問１から問３に答えなさい． 

 

問１．鎖長 1000塩基対の二本鎖 DNAにおいて，一方の鎖がもう一方の鎖の

周りを巻いている数（以下，Twist数という）はいくつになるか． 

 

問２．臭化エチジウムが，10 塩基対あたり１分子結合した場合，この DNA

分子の Twist数はいくつになるか． 

 

 

問３．上記（２）の状態で，二本鎖 DNA分子の両端を DNAリガーゼによっ

て結合した（環状化）．このとき，Twist 数は整数（上の問の解答の少

数以下を四捨五入）になるものとする．その後，有機溶媒抽出等の方

法により，臭化エチジウムを DNA分子から取り除くと，Twist数は上

記の（１）の状態に戻る．このとき，環状化した DNA 分子がとる状

態を模式図によって示しなさい． 
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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に解答しなさい．問題は 2ページある． 
 

問題Ⅰ．次の４つの語句を用いて動物細胞の分裂過程を説明しなさい． 
 

中心体，動原体，染色分体，核膜 

 

 

問題Ⅱ．次の文章を読み，下の問いに答えなさい． 
 

 ヒトの脳の中には約１012個のニューロン
1)
が存在し，それぞれがシナプス

 2)

を介して他のニューロンと繋がっている．多くの特殊化したニューロンが，体

内や外部環境の変化を感じとり，その情報を処理し，脳へ伝える．逆に脳から

出された情報により，末端の神経細胞は，筋肉収縮やホルモン分泌などの制御

を行う． 

 

問１．ニューロンは大まかに３種類のタイプに分けることができる．それぞれ

の名前をあげ，その役割を説明しなさい． 

 

問２．シナプスには２種類のタイプが存在する．それぞれのタイプの名前をあ

げ，その情報伝達の仕組みを説明しなさい．もし必要ならばイラストを使

っても宜しい． 

 

問３．ニューロンの細胞膜に沿って，活動電位が伝搬することによって電気的

な信号が伝わっていくことが知られている．この活動電位発生の分子機構

を説明しなさい． 

 

問４．神経伝達物質について，知っているものの名前を３種類あげなさい． 

 

 



 12

問題Ⅲ．ホルモンは内分泌腺で作られ，血液によって特定の器官の標的細胞

に運ばれる．標的細胞でホルモンは受容体と結合し，そこで特異的な遺伝

子発現が起こる．ペプチドホルモンとステロイドホルモンそれぞれについ

て，ホルモンが標的細胞に到達してから特異的な遺伝子発現が起こる過程

について説明しなさい． 

 

 

問題Ⅳ．次の文章を読み，（   ）の中に適当な言葉を入れ，下の問いに答

えなさい． 

 

 真核細胞が様々な形をとることができ，また方向性をもった運動ができるの

は，細胞質全体に張りめぐらされたタンパク質繊維の網目状の構造のおかげで

ある．この構造は（     ）
1)
と呼ばれ，非常に動的な構造であり，細胞

の筋肉ということもでき，細胞移動，筋収縮，細胞内運動にかかわる運動装置

としての機能をもつ． 

 

問１．1)に入れる言葉を答えなさい． 

 

問２．1) には３種類のタンパク質繊維がある．（ａ）その 3種類の名前をあげ，

（ｂ）その中から一つを選び，名前をあげて，そのタンパク質繊維の構造

と機能について例をあげて知っていることを書きなさい．説明のためにも

し必要ならばイラストを使ってもよろしい． 

 

問 3．筋原繊維の構造とその収縮機構について説明しなさい．説明のためにも

し必要ならばイラストを使ってもよろしい． 
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科目記号：B-3  科目名：生化学 
 

次の問題Ⅰから問題Ⅵの中から４問題を選択して解答しなさい．問

題は 2ページある． 
 

問題Ⅰ．標準アミノ酸について以下の問１と問２に答えなさい． 
問１． 複素芳香環側鎖をもち，電荷のない状態とある状態のいずれでもとり

うることから触媒機能発現に適しているアミノ酸は何か．名称および構造

式を示しなさい． 

問２． 酸性アミノ酸であるアスパラギン酸は水溶液中で様々なイオン構造を

とる．水溶液を酸性からアルカリ性へと変化させたときに逐次現れるイオ

ン構造を示しなさい． 

 

 

問題Ⅱ．タンパク質の二次構造を２つ挙げ，それらについて説明しなさい． 
 

 

問題Ⅲ．酵素による触媒反応で重要な点は，酵素が基質に結合し酵素－基質

複合体を形成し反応が進行することである．この酵素－基質複合体の形

成に利用される非共有結合性の相互作用について簡潔に説明しなさい． 

 

 

問題Ⅳ．ある酵素に触媒される反応（Michaelis-Menten機構に従う）について，
基質濃度  [S]を変えて反応速度 v を測定し下記の結果を得た．

Lineweaver-Burk プロットによりデータを解析し，最大速度 Vmax，

Michaelis定数 KM，触媒定数 kcatを求めなさい． 

 ただし，酵素濃度は 2 nMとする． 

 

[S] M×105 1/[S] M-1×10-4 v (M/min)×109 1/v (min/M)×

10-7 

        1       10        16       6.25 

        2        5        26       3.84 

        4        2.5        40       2.50 

       10        1        57       1.75 

       20        0.5        66       1.52 
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問題Ⅴ．グルコースの異化代謝について，以下の問１と問２に答えなさい． 
 

問１．グルコース異化代謝の初反応は ATPからグルコースの 6位水酸基へのリ

ン酸基転移である．グルコースと無機リン酸イオンとの直接の反応は吸エ

ルゴン反応であり自発的には起こらない．上記のリン酸転移反応が進む理

由を熱力学的観点から考察しなさい． 

 

問２．代謝反応の進行（流量）は様々な方法により調節されている．10段階の

反応からなるグルコース異化代謝系では第 3 反応であるフルクトース 6-

リン酸からフルクトース 1,6-ビスリン酸への非平衡反応が流量調節して

いるものと考えられている．この調節機構について簡単に説明しなさい． 

 

 

問題Ⅵ．免疫グロブリンの構造上の特徴を４点挙げなさい． 
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科目記号：B-4 科目名：遺伝学 
次の問題Ⅰから問題Ⅳに解答しなさい．問題は 4ページある． 
 

問題Ｉ．遺伝子の概念の変遷に関し，以下の問１から問４に答えなさい．  
  

問１． ビードルとテータムの「一遺伝子，一酵素」説について説明しなさい．  

 

問２． 「一遺伝子，一酵素」は，その後「一遺伝子，一ポリペプチド」と言

い換えるよう提唱された．その理由を２つ挙げなさい． 

 

問３． 今日では，「一遺伝子，一酵素」を「一遺伝子，一ポリペプチド」と言

い換えたとしても必ずしも適切とはいえない．その理由を３つ挙げて

説明しなさい． 

 

問４． 問１から問３までの議論を踏まえると，遺伝子は何を指定していると

表現するのが最も適切か答えなさい． 

 

 

問題 II．以下に示すのはある遺伝子の塩基配列である．問１から問５に答えな
さい．（問題は次ページに続く）   

1                                               30                                                  60 (塩基) 
ATTTCAGTGG CTGCTACTCG GCGCTTCAGT CGCGGTCGCT TCAGTCGTCA GCATGGCTCG 

CTCGGTGACC CTGGTCTTTC TGGTGCTTGT CTCACTGACC GGCCTGTATG CTATCCAGAg 

ttattc…………………………………………………………………………………………………………………………………………gatttag 

AAACCCCTCA AATTCAAGTA TACTCACGCC ACCCACCGGA GAATGGGAAG CCGAACATAC 

TGAACTGCTA CGTAACACAG TTCCACCCGC CTCACATTGA AATCCAAATG CTGAAGAACG 

GGAAAAAAAT TCCTAAAGTA GAGATGTCAG ATATGTCCTT CAGCAAGGAC TGGTCTTTCT 

ATATCCTGGC TCACACTGAA TTCACCCCCA CTGAGACTGA TACATACGCC TGCAGAGTTA 

AGCATGCCAG TATGGCCGAG CCCAAGACCG TCTACTGGGg tccaag…………………………cctag 

ATCGAGACAT GTGATCAAGC ATCATGATGg tctcct……………………………………………tgtgttgag 

CTCTGAAGAT TCATTTGAAC CTGCTTAATT ACAAATCCAG TTTCTAATAT GCTATACAAT 

AGTGACATAC TTTCCTTTTG GTAAAGCAAA GAGGCCTAAT TGAAGTCTGT CACTGTGCCC 

AATGCTTAGC AATTCTCACC CCCAACCCTG TGGCTACTTC TGCTTTTGTT ACTTTTACTA 

AAAATAAAAA ACT 

（エキソンは大文字，イントロンは小文字で表されている．一行６０文字，点線部分

の塩基は省略されている．翻訳開始コドンと終止コドンは下線で示した．） 
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問１．次の文中の（  ）にあてはまる適切な数字や用語を答えなさい．   

 

この遺伝子はゲノム上でイントロン（介在配列）によって（ ア ）個

のエキソンに分断されている．転写後（ イ ）によって，エキソン部

分は連結される．ｍＲＮＡ上でアミノ酸配列を指定している領域の塩基

数は（ ウ ）であり，指定されるアミノ酸の数は（ エ ）である．

アミノ酸配列を指定しない部分は（ オ ）と呼ばれ，3’側には（ カ ）

塩基がある． 

 

問２．翻訳開始点から７個目までのアミノ酸配列は Met - Ala - Arg - Ser - Val - 

Thr - Leuである．今，この遺伝子の 71番目の塩基がＧに置換された場合，

アミノ酸配列は変化するか？また，変化するとすればどう変わるか？ 答

えなさい． 

 

問３．問２の変異の型の名称を書きなさい． 

 

問４．113 番目の塩基が欠損したとき，指定されるアミノ酸の配列と数はどう

なるか説明しなさい．ただし，終止コドンは，TGA か TAA か TAG であ

る． 
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問題Ⅲ．ヒトの配偶子形成過程に関する次の説明文を読み，以下の問１から

問４に答えなさい． 

 

 ヒト生殖細胞から卵子や精子などの配偶子が形成される過程では，特殊な細

胞分裂が行われる．この分裂過程を（ ア ）という．（ ア ）は２段階から

なっており，最終的に染色体の数は（ イ ）になる．（ ア ）によって形成

された配偶子の遺伝情報は同一ではなく多様性を示す．この配偶子形成に伴う

遺伝的多様性獲得には主に次の２つの過程が関与している．（１）１つは第一

（ ア ）時に見られる（ ウ ）と呼ばれる過程である．この過程では，ま

ず DNA 複製を経て２つの姉妹染色分体を有した相同染色体同士が赤道面上に

密着して並列する．その後（ ウ ）を経て相同染色体は分離し，２つの娘細

胞に分かれる．（２）遺伝的多様性を高めるもう１つの仕組みがこの娘細胞への染

色体の分配過程にある．このとき２つの娘細胞に分配された染色体の数はそれ

ぞれ（ エ ）本である．引き続き（３）第二（ ア ）が始まり，各染色体が

２個の子細胞（娘細胞がさらに２つに分裂してできた細胞）に分配される．こ

のような一連の分裂過程を経て，精子形成経路では１個の第一精母細胞から

（ オ ）個の精子が形成される．これに対して，卵子形成経路では，１個の

第一卵母細胞から（ カ ）個の卵子と（ キ ）個の（ ク ）が形成され

る． 

 

問１．文中の空欄（ ア ）～（ ク ）にあてはまる最も適切な語句，また

は数値を答えなさい． 

 

問２．下線部（１）の過程について，これがなぜ遺伝的多様性を高めることに

なるのか説明しなさい． 

 

問３．下線部（２）の過程について，これがなぜ遺伝的多様性を高めることに

なるのか説明しなさい． 

 

問４．ある仮想の二倍体生物（2n=4）について，下線部（３）の過程による分

配前と分配後の染色体をそれぞれ図示しなさい．ただし，図示は１個の娘

細胞についてだけでよい． 
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問題 Ⅳ. 次の(1)と(2)のヒトの血液型分類，および性染色体に連鎖するヒトの
遺伝病に関する説明文を読み，以下の問１から問４に答えなさい． 

 

(1) ヒトの血液は，ABO式血液型分類により，A型，B型，AB型，O型の４

種類に分類される．これらの血液型は，赤血球表面に A 抗原，または B

抗原が存在するかしないかで決定される． 

(2) Ｘ染色体上の遺伝子に連鎖して発現するヒトの劣性遺伝病をＸ染色体連

鎖劣性遺伝病という． 

 

問１．説明文(1)に関して，父親，および母親の ABO 式血液型に関する遺伝子

型がそれぞれ AO，および BOのとき，その子供の ABO式血液型はどうな

ると予想されるか．可能な血液型を全て答えなさい． 

 

問２．ABO式血液型は，親子関係の鑑定に使用されることがある．ある子供の

血液型が O型であった場合，親子関係ではないと判定できる父親の血液型

は何か．答えなさい． 

 

問３．説明文(2)に関して，この遺伝病患者の男性とこの遺伝病の保因者ではな

い健康な女性との間に生まれる男児，および女児に，この遺伝病が発症す

る割合はそれぞれ何％と予想されるか．理由を示して答えなさい． 

 

問４．問３で生まれた女児が成人して健康な男性と子供をもうけたとき，その

子供にこの遺伝病が発症する割合は，男児，および女児の場合でそれぞれ

何％と予想されるか．理由を示して答えなさい． 
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科目記号：B-5 科目名：発生生物学 
 

次の問題Ⅰから問題Ⅲに解答しなさい． 
 

問題Ⅰ．個体発生における細胞の分化系列を明らかにするために，実験動物

の個体から取り出した細胞や組織を別の実験動物個体に移植してその発

生運命を調べることが良く行われる．移植した細胞を，移植された個体

の細胞と区別するための手法として用いられる標識方法にはどのような

ものがあるか，原理的に異なる方法を列挙し，それらの利点と欠点を述

べなさい． 

 

問題Ⅱ．既に成体（成長した個体）となっている生物の体細胞を利用して，

全く同じ遺伝子を持つ個体（クローン）を人工的に作ることは，植物で

は比較的容易である．一方，哺乳類等の高等動物では難しいとされてい

る．なぜ，作出の困難度に違いがあるのかその理由を説明しなさい．ま

た，高等動物については，どの様な方法で作ることが出来るか，述べな

さい． 

 

問題Ⅲ．細胞の中には最終的な分化を遂げると，ほとんど細胞分裂能を失っ

て分裂増殖を停止してしまうものがある．ヒトなどの哺乳類において，

その様な挙動を示す細胞の例を２つ挙げ，分化のようすを簡潔に説明し

なさい． 
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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に解答しなさい．問題は３ページある． 

 

問題 I．図 1は，イネ科の草本であるニセシラゲガヤの葉と茎に含まれる窒素
量の季節変化と，この植物上の植食性昆虫の季節消長を示したものであ

る．この結果にもとづいて以下の問いに答えなさい． 

 

図 1 イネ科のニセシラゲガヤの葉と茎に含まれる窒

素量の変化に関連した昆虫個体数の季節変化（McNeil 

& Southwood, 1978より）． 

 

問１．植食性昆虫の密度にこのような季節変化が見られるのはなぜかを説明し

なさい． 

 

問２．植食性昆虫の密度が低い時期があるが，このような時期には昆虫の個体

数だけでなく種数も減少している場合が多い．姿を消した昆虫種は，い

ったいどこにいってしまい，どのように過ごしているのだろうか．考え

られる可能性について説明しなさい． 
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問題 II．次の野外生態学の調査方法について，それぞれの内容を各 100字程度
で，その適用できる対象やフィールドも含めて説明しなさい． 

 

1．標識再捕法 

 

2. 生命表解析 

 

3. 行動のタイムマッピング 

 

 

問題 III．ある山地渓流において，夏の生物群集の調査を実施した．以下の記
述をもとに，問１から問２に解答しなさい． 

 

 魚類としてはイワナとカジカの生息が確認された．無脊椎動物としてはトビ

ケラやカゲロウなどの水生昆虫が大部分を占めていた．水生植物類としては，

石礫の表面に見られる付着藻類（硅藻など）が卓越していた．単位面積あたり

の生物量（バイオマス）を比較すると，魚類がもっとも多く，水生昆虫がそれ

につぎ，付着藻類がもっとも少なかった． 

 

問 1. この現象は，いわゆる生態学の基本的概念とは逆転している．この生態

学の基本的概念の内容とその根拠について，できるだけ詳しく説明しなさ

い． 

 

問 2. 山地渓流で観察された逆転には様々な原因が考えられるが，そのうちで

あなたがもっとも蓋然性の高いと考える原因と，その原因に基づく逆転の

生態過程を判りやすく説明しなさい． 
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問題 IV．自然選択は生物に適応進化を起こす作用である．自然界で生物の形
質に作用する自然選択を測るには，自然選択がかかる前の全体集団として

の平均値と，自然選択のかかった後で生き延びた集団の平均値を比べる必

要がある．図１はそれを示したものであり，選択後の集団と選択前の集団

に平均値の差があったとき，これを選択差（S）という．そして１世代後

にみられる形質値の変化を選択反応（R）という．選択差に対する選択反

応の比（R/S）は遺伝率 h2と定義されている．この説明について，以下の

問 1から問 2に答えなさい． 

 
 図１ 世代間の選択差（S）と選択反応（R）の関係をあらわす模式図． 

 

問１．遺伝率 h2は０から１までの値をとるが，この値の大小にはどのような意

味があるのかを説明しなさい． 

 

問２．実際に野外で生物に作用する自然選択を測るとします．あなたならば，

どのような生物種を用いて，どのような方法で自然選択を測りますか．自

分なりに立てた研究計画について具体的に説明しなさい． 
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科目記号：B-7  科目名：植物生理学 
 
以下の問題Ⅰから問題Ⅴより 3題を選んで解答しなさい． 
 

 

問題Ⅰ．植物の光合成における明反応を説明し，その意義を述べなさい． 
 

 

問題Ⅱ．植物の光合成における補助色素の役割について述べなさい． 
 

 

問題Ⅲ．高等植物の細胞壁の構造と機能を述べなさい． 
 

 

問題Ⅳ．植物における屈性現象を一つ取り上げ，その機構を植物ホルモンの

質的，量的側面から説明しなさい． 

 

 

問題Ⅴ．植物ホルモンの動態に関係する高等植物の突然変異体を示し，なぜ

そのような形態あるいは機能を持つようになるかを説明しなさい． 
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科目番号：B-8 科目名：生命化学 
 

下記の問題 I～問題 VIII より 4 つの問題を選択し，解答しなさい．
問題は 3ページある． 
 

問題Ⅰ．次の問１と問２に答えなさい． 
 

問１． (∂U／∂V)T=0 の関係の成立の可否は，系のどの様な特性に由来する

のか．分子論的に説明しなさい．ただし，U，V，T は，それぞれ内部エネ

ルギー，体積，絶対温度を表すものとする． 

 

問２． 定容熱容量 Cvと定圧熱容量 Cpの差はなぜ生じるのか，説明しなさい． 

 

 

問題Ⅱ．自然界において自発的に起こる現象は，系のエネルギーが減少する

方向に進む．次の現象(1)と(2)を熱力学的に説明しなさい． 

 

(1) 氷に食塩を加えると温度が下がる． 

 

(2) ポリプロリンの水溶液はある温度以上になると白濁する． 

 

 

問題Ⅲ．下の(1)～(5)はいずれも，生体膜中のイオンや小分子の輸送に関係す
るタンパク質またはタンパク質集団を示したものである．(1)～(5)のそれ

ぞれについて，a)その輸送形式は能動輸送か受動輸送か，b)どのような生

体膜に含まれるか，c)どのような輸送を行っているのか，(1)から(5)のそ

れぞれについて，この３点について述べなさい． 

 

(1) ナトリウム・カリウム ATPアーゼ 

(2) 塩素イオン－重炭酸イオン交換体 

(3) ガラクトシド・パーミアーゼ 

(4) ポーリン 

(5) カルシウムポンプ 
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問題Ⅳ．次の文を読んで，以下の問１から問３に答えなさい． 
 

 脳組織から分離されたオピオイドであるロイシンエンケファリンのアミノ酸

配列を決定するため，(a)～(c)の実験を行い，それぞれに示す結果を得た． 

 (a) ロイシンエンケファリンを 110℃で 6 N HClによって減圧下で完全加水分

解を行った後，アミノ酸分析を行ったところ，Gly，Leu，Phe，Tyrが 2：1：1：

1のモル比で存在することがわかった． 

 (b) ロイシンエンケファリンを Sanger 法にしたがって 1-フルオロ-2,4-ジニト

ロベンゼンで処理し，減圧下で完全加水分解を行った後，分析したところ，Tyr

の 2,4-ジニトロベンゼン誘導体が検出されたが，遊離の Tyr は検出されなかっ

た． 

 (c) ロイシンエンケファリンをペプシンによって完全消化した後に分析した

ところ，Pheと Leuを含むジペプチドと Tyrと Glyを 1：2の割合で含むトリペ

プチドが検出された． 

 

問１．Tyrの 2,4-ジニトロベンゼン誘導体の化学構造を示しなさい． 

 

問２．上の実験結果をもとにして，ロイシンエンケファリンのアミノ酸配列を

決定しなさい．またアミノ酸配列を決定した理由についても簡単に述べな

さい． 

 

問３．脳組織から分離される多くのペプチドには，Sanger 法が適用できない場

合が多い．その例を１つ述べなさい． 

 

 

問題Ⅴ．ペプチド合成の領域で，最も重要な進歩は固相合成法の開発である．

この方法ではジシクロヘキシルカルボジイミド(DCC)などの縮合剤が使

われる．DCC を用いたペプチド合成について，イソロイシンとフェニル

アラニンを例にして反応機構を示しなさい． 
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問題Ⅵ．酵素は反応の活性化エネルギーを下げることによって反応を触媒する．

活性化エネルギーを下げるための要因について知るところを述べなさい． 

 

 

問題Ⅶ．セリンプロテアーゼは，セリン（Ser）を活性中心とするタンパク質
分解酵素である．活性アミノ酸として他にヒスチジン(His)とアスパラギ

ン酸(Asp)を必要とする．立体構造解析や酵素化学的見地から現時点で最

も妥当と考えられる触媒反応機構を示しなさい． 

 

 

問題Ⅷ．今日，アルツハイマー病や狂牛病が大きな社会問題となっている．

これらの病気についてタンパク質化学に説明しなさい． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


