
 

２０２０年度 大学院理学系研究科博士前期課程（生物科学専攻） 

第１次募集 入学試験問題 

 

 

専門科目 

 

試験時間：１３：００～１６：３０ 

配点（合計）：４００点 

 

 

問題は，問題 I〜問題 Xまで，全部で１０題あります．「問題 I～問題 III

（生化学（タンパク質化学を含む））」および「問題 IV～問題 VI（分子細

胞生物学（遺伝学・発生生物学を含む））」は，必ず解答しなさい．問題 I

～問題 VIに加えて，「問題 VII、問題 VIII（有機化学・物理化学）」と「問

題 IX、問題 X（生態学・進化系統学）」のどちらかを選択して，合計８題

に解答しなさい． 

 

 

 

 

注意 

 

（１）解答用紙を８枚配付します．配付された解答用紙の枚数を確認し

なさい．不足の場合は速やかに申し出なさい． 

 

（２）各解答用紙の所定の欄に，受験番号と氏名を必ず記入しなさい． 

 

（３）解答は，選択した問題ごとに，それぞれ別の解答用紙に記入しな

さい．解答用紙の所定の欄に，問題番号（ローマ数字）を必ず記

入しなさい． 

 

（４）解答用紙の表面に解答を書ききれない場合には，裏面を使用しな

さい．計算や下書きは，問題冊子の余白を使用しなさい． 
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問題 I．酵素の反応速度論に関する下の文を読み，問１～問６に答えなさい． 

 

ミカエリス・メンテン式は，式(1)の酵素反応モデルをもとにして，酵素反応速

度と基質濃度の関係式として表される．E は酵素，S は基質，ES は酵素-基質複合

体，P は生成物を表す．k1 と k-1 は ES 生成反応に関する前向きと逆向きの速度定数

をそれぞれ示し，kcatは ES から生成物 P を生じる際の速度定数を示す．E，S，ES，

P それぞれのモル濃度を[E]，[S]，[ES]，[P]とする． 

 

 

                (1) 

 

 

簡単な酵素触媒反応の進行曲線を図 1 に示す．図中の[S0]は酵素反応開始時の基

質濃度，[E]Tは酵素の全濃度を示し，t0 から t7 はそれぞれの時点における酵素反応

時間を示す． 

 

 

図 1．簡単な酵素触媒反応の進行曲線 
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問１．生成物 P ができる速度 vを，速度定数 kcat と[ES]を用いて示しなさい． 

 

問２．酵素-基質複合体 ES を生じる素反応と減ずる素反応の差として示される，

ES ができる速度 d[ES]/dt を反応速度式として示しなさい． 

 

問３．ミカエリス・メンテン式では，酵素に対して基質が大過剰（[S]>>[E]）の

時には，酵素-基質複合体の濃度[ES]が一定な定常状態と仮定する．酵素反応

が進行しても[ES]が一定であることを d[ES]/dt を用いて式で示しなさい． 

 

問４．図 1 を見て，定常状態とは，反応時間 t0 から t7 のうち，いつからいつまで

の範囲を示すか答えなさい． 

 

問５．ミカエリス・メンテン式は，横軸の基質濃度[S]に対して縦軸に反応初速

度 v0 をプロットすると直角双曲線を与える．問 1 と問２で解答した反応速度式

および，問３の定常状態の仮定から，ミカエリス・メンテン式を導きなさい．

この時，酵素の全濃度[E]Tは，[E]T = [E] + [ES] とする．ミカエリス・メンテ

ン定数は KM = (k-1 + kcat)/k1 と定義する．また最大反応速度 Vmax = kcat[E]T とす

る. 

 

問６．ミカエリス・メンテン式の両逆数プロット(ラインウィーバー・バークプ

ロット)をとると直線を与える．これにより，酵素反応測定結果から Vmax，KM

を求めることができる．ミカエリス・メンテン式を変換して，直線の傾きと縦

軸との交点の値をそれぞれ答えなさい． 
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問題 II．下表は，ニワトリ卵白に含まれる主要なタンパク質の含有率と，各々の分子

の等電点，分子量，特徴などをまとめたものである．表内のタンパク質の分離と精

製について，問１～問７に答えなさい． 

 

タンパク質の名称 

含有率 

(重量％) 
等電点 分子量 備 考 

オボアルブミン 

A1 

54 4.5 45,000 

リン酸化セリンを 2 つ持つ 

A2 リン酸化セリンを 1 つ持つ 

A3 リン酸化セリンを持たない 

オボトランスフェリン 12 6.1 77,000 別称：コンアルブミン 

オボグロブリン 

G1 3.4 10.7 14,300 細菌の細胞壁を分解する 

G2 4.0 5.5 49,000  

G3 4.0 4.8 49,000  

 

問１．ニワトリ卵白をガーゼでこして得た卵液に，同体積の硫酸アンモニウム飽和

水溶液を加えると沈殿が生じた．これを遠心分離し，上清画分と沈殿画分に分け

た．オボアルブミン，オボトランスフェリン，オボグロブリンはそれぞれ，上清，

沈殿いずれの画分に主に含まれているか答えなさい． 

 

問２．問１の操作で得た上清画分に，希酸を添加して pH を弱酸性に調整し，その

後，硫酸アンモニウム飽和水溶液を適量加えて室温で 24 時間静置すると，タン

パク質の結晶が得られた．この結晶を構成する主なタンパク質の名称を答えなさ

い． 

 

問３．問２の操作において，問２で解答したタンパク質の結晶を効率よく得るには，

pH はいくらに調整するのが適切か答えなさい．また，なぜその値にするのが適

切なのか説明しなさい． 

 

問４．タンパク質溶液に濃厚塩を加えると，タンパク質の溶解度が低下して沈殿が

生じることがある．析出が起こる塩濃度はタンパク質により異なり，この性質を

利用して，タンパク質を大まかに分離することができる．この分離手法を何とよ

ぶか答えなさい． 
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問５．オボグロブリンは，電気泳動法により３種の異なるタンパク質 G1，G2，G3

に分離することができる．このうち最も分子量が小さい G1 は，グリコシド結合

を切断し，細菌の細胞壁を分解する酵素として知られている．その酵素の名称を

答えなさい． 

 

問６．オボトランスフェリンは，血清トランスフェリンやラクトフェリンと分子の

立体構造の類似性が高く，１分子当たり２つのある金属原子を結合する点でも共

通している．その金属原子は何か答えなさい． 

 

問７．ニワトリ卵白から調製したオボアルブミンには，リン酸化されたセリンを分

子内に２つ持つ A1，１つだけ持つ A2，全く持たない A3 が混在し，この３種の

立体構造に差はない．問（１）～（６）に答えなさい． 

 

（１）オボアルブミンに含まれているセリンのリン酸化は，（Ａ）～（Ｄ）のど

の段階で起こるか．最も適したものを１つ選び答えなさい． 

   （Ａ）ポリペプチド鎖になる前の遊離のアミノ酸の段階 

（Ｂ）リボソームでアミノ酸が連結される段階 

（Ｃ）小胞体内でポリペプチド鎖が三次構造を形成する段階 

（Ｄ）輸卵管に分泌された直後 

 

（２）A1，A2，A3 を，液体クロマトグラフィーにより分離したい．移動相，固

定相にはそれぞれ何を選択すればよいか．移動相は（Ａ）～（Ｄ）の中から，

固定相は（Ｅ）～（Ｉ）の中から，それぞれ最も適したものを１つずつ選び

答えなさい． 

   （Ａ）塩化ナトリウムを含むリン酸ナトリウム緩衝液，pH7.5 

（Ｂ）塩化ナトリウムを含むトリス塩酸緩衝液，pH7.5 

（Ｃ）塩化ナトリウムを含む酢酸－酢酸ナトリウム緩衝液, pH4.5 

（Ｄ）塩化ナトリウムを含むクエン酸－クエン酸ナトリウム緩衝液，pH4.5 

（Ｅ）ゲルろ過クロマトグラフィー用のカラム 

（Ｆ）Ni イオンを固定化したアフィニティー担体を詰めたカラム 

（Ｇ）陽イオン交換体を詰めたカラム 

（Ｈ）陰イオン交換体を詰めたカラム 

（Ｉ）逆相クロマトグラフィー用のカラム 
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（３）問（２）で解答した手法で分離した場合，カラムから一番早く溶出するの

は A1，A2，A3 のうちのいずれか答えなさい． 

 

（４）問（２）で解答した手法で A1，A2，A3 の分離を行ったところ，それぞれ

の溶出ピークの分離が不十分であった．固定相を変えずに，ピークの分離を

よりよくするには，どのような改善をすればよいか．３つ例をあげて答えな

さい． 

 

（５）0.5 M 塩化ナトリウム水溶液に，オボアルブミンの A1 とオボグロブリン

の G1 が溶解している．この混合液から A1，G1 それぞれを，溶媒の塩濃度

を変えずに，液体クロマトグラフィーを利用して分取したい．固定相は何を

選択すればよいか．上問（２）の（Ｅ）～（Ｉ）の中から最も適したものを

１つ選び答えなさい． 

    

（６）問（５）で解答した手法で分取する場合，カラムから先に溶出するのは

A1，G1 のうちのいずれか答えなさい． 
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問題 III．下の図はヒトのグルコース代謝の概要を表している．この図を見て，問１

～問８に答えなさい． 

 

 

 

図 1．グルコース代謝の概要図 

 

問１．代謝に使われるグルコースの開環形の構造式，およびその C-４エピマーの名

称と構造式を書きなさい．ただし，構造式はフィッシャー投影式で書くこと． 

 

問２．グルコース１分子が解糖でピルビン酸を生じるまでに何分子の ATP を消費

し，何分子の ATP を生じるのか答えなさい． 

 

問３．グルコースの貯蔵体であるグリコーゲンは分岐構造を有する．20,000 残基か

らなり，10 残基ごとに枝分かれのあるグリコーゲン分子に還元末端はいくつある

か答えなさい． 
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問４．激しい運動をする時，筋肉ではピルビン酸が還元されて乳酸を生成する．こ

の反応について，以下の問（１）～（３）に答えなさい． 

 

 （１）この反応を何というか答えなさい． 

 

 （２）この反応が ATP を得る上で，ピルビン酸からアセチル CoA に変換されク

エン酸サイクルに供給される反応と比べて有利な点は何か説明しなさい． 

 

 （３）この反応によって筋肉で生じた乳酸は主にコリ・サイクルという代謝サイ

クルで処理される．コリ・サイクルでどのように乳酸は処理されるか答えな

さい． 

 

問５．異化によってピルビン酸を生成するアミノ酸をすべて三文字表記で答えなさ

い． 

 

問６．図中の ア ～ エ の化合物と オ の反応を触媒する酵素の名称を答えな

さい． 

 

問７．クエン酸サイクルはアセチル CoA のアセチル基を酸化し，遊離するエネル

ギーを還元型化合物に保存する８連反応からなるサイクルである．この正味の反

応を下記の様な式で表すと右辺の カ はどのようになるか答えなさい． 

  

 ３NAD+ + FAD + GDP + Pi + アセチル CoA →       カ       

 

問８．クエン酸サイクルによってアセチル CoA が酸化される割合が減少するのは

以下のうちどの状態か記号で答えなさい． 

 

  (a) [NAD+]/[NADH]比が低い (b) [アセチル CoA]/[CoA]比が高い 

  (c) [ATP]/[ADP]比が低い   (d) カルシウムイオン濃度が高い 
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問題 IV．λファージの突然変異頻度測定実験に関する問１～問５に答えなさい． 

 

問１．大腸菌に感染したλファージからどのように子孫ファージができるかを簡潔

に説明しなさい． 

 

問２．あらかじめ紫外線を照射したλファージを大腸菌に感染させると，産生する

子孫ファージの突然変異頻度が上昇する．この変異頻度上昇に関して，紫外線の

標的分子は何か答えなさい．また，照射による標的分子の化学的変化を説明しな

さい． 

 

問３．紫外線による標的分子の変化が突然変異頻度上昇を引き起こすしくみを説明

しなさい． 

 

問４．1953 年に J. J. Weigle は，λファージだけでなく，宿主大腸菌にもあらかじ

め紫外線を照射して感染させると，子孫ファージの突然変異頻度がさらに上昇す

ることを報告した．この変異頻度上昇のメカニズムを説明しなさい． 

  

問５．問４と同じ実験を，宿主に recA 欠損大腸菌株を用いておこなった場合，野

性株を用いた場合に比べ，子孫ファージの突然変異頻度はどう変化すると考えら

れるか，理由とともに述べなさい． 
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問題Ⅴ．小胞体に関する次の問１～問３に答えなさい． 

 

問１．小胞体は，粗面小胞体と滑面小胞体の二つに大別される．下の説明文（ⅰ）

～（ⅴ）を読み，滑面小胞体に当てはまるものは A，粗面小胞体に当てはまるも

のは B，どちらにも当てはまらないものは C で答えなさい． 

 

（ⅰ）脂肪酸を分解する場である． 

（ⅱ）様々な有機化合物の解毒の場である． 

（ⅲ）細胞膜脂質の合成の場である． 

（ⅳ）グルコースを再合成する場である． 

（ⅴ）ステロイドホルモンの合成の場である． 

 

問２．粗面小胞体における分泌タンパク質の合成に関する下の文を読み，次の問（１）

～（３）に答えなさい． 

 

分泌タンパク質の合成は，細胞質に存在する遊離型リボソームから始まる．リ

ボソームから疎水的な ア 配列が現れると イ に結合する．この ア 配列

と イ の結合によりタンパク質の合成は，リボソーム‐ イ ‐合成途中タン

パク質複合体が小胞体の膜に付着するまで休止する．リボソーム‐ イ ‐合成

途中タンパク質複合体の小胞体膜への結合は， イ 受容体と ウ によって仲

介される． ウ とは，小胞体膜に存在するチャンネルであり，合成途中のタン

パク質は ウ を通ってリボソームから内腔へと移動することが可能となる． 

合成中のタンパク質が小胞体の内腔に移動すると，種々の酵素の作用を受ける． 

 ア 配列は， エ と呼ばれるタンパク質分解酵素によって取り除かれる．ま

た， オ と呼ばれる酵素によって，(a)オリゴ糖鎖がタンパク質に付加される．

さらに，間違って折りたたまれたタンパク質を カ が認識，結合し，(b)正しい

立体構造をとるようにする．また， キ は，システイン残基間のジスルフィド

結合の形成や，つなぎ換えを触媒し，正しい立体構造を形成できるように手助け

をする． 

 

（１）文章中の ア ～ キ に入る最も適切な語を，それぞれ答えなさい． 

 

（２）下線部(a)について，オリゴ糖を構成している３種類の単糖の名称を答えな

さい． 
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（３）下線部(b)について，正しい立体構造をとるタンパク質は，細胞内の別の小

器官に移動する．この小器官の名称を答えなさい． 

 

問３．粗面小胞体では，立体構造の形成が異常なタンパク質が蓄積すると，センサ

ーが活性化され，異常タンパク質応答が引き起こされる．異常タンパク質応答に

おけるセンサー活性化の機構を説明しなさい． 
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問題Ⅵ．動物の発生に関する下の文を読み，問１～問５に答えなさい． 

 

動物の発生は，細胞の増殖，分化，運動，(a)相互作用の組み合わせにより多細胞

の動物個体が形作られる一連の過程である．多様な細胞分化の道筋を示した分岐図

を細胞系譜と呼び，その分岐点にある(b)体性幹細胞（組織幹細胞）から分化細胞が

生じる場合，対称分裂による細胞増殖と，非対称分裂による細胞分化が起きる． 

脊椎動物は(c)魚類，両生類，爬虫類，鳥類，哺乳類の５つのグループからなる．

その発生過程は受精卵の卵割による胚の形成に始まり，原腸形成による三胚葉の形

成と，その後の各組織・器官の形成を経て成体が作られる過程である． 

基本的なメカニズムは脊椎動物間で共通性が高く，(d)各胚葉に由来する細胞や組

織の種類はグループ間でも概ね共通している．その一方で，(e)初期発生における卵

割の様式などは，卵黄の量や分布に依存して脊椎動物のグループ毎に異なっている． 

 

問１．下線部(a)について，細胞間の相互作用には（Ａ）細胞どうしが直接に接着す

る場合（細胞間接着），（Ｂ）細胞が分泌した細胞外マトリクスに他の細胞が接着

する場合（細胞/ECM 間接着），（Ｃ）細胞どうしは直接に接着せずに，細胞が分

泌した生理活性物質が拡散して近くの細胞に作用する場合（パラクライン）の３

様式がある． 

（１）（Ａ）の接着を担うタンパク質を１種類，（Ｂ）の接着を担うタンパク質を１

種類あげて，その名称を答えなさい． 

（２）また，（Ｃ）に該当する生理活性物質の中には，胚の中に濃度勾配を生じ，

細胞の周りの局所濃度が閾値より上か下かに応じて細胞の分化運命を変えるも

のがある．この様な濃度依存的に分化運命を制御する生理活性物質を発生生物学

では何と呼ぶか，総称を答えなさい． 

 

問２．下線部(b)について，この様な体性幹細胞の例を１種類，それから生じる分化

細胞を２種類，併せて３種類の細胞の名称を答えなさい． 

 

問３．下線部(c)について，５つのグループは温度など環境変化の少ない水中から生

物が陸上に生息域を広げる過程で進化してきたとも考えられる．（Ａ）羊膜を持

つ動物，（Ｂ）胎盤を持つ動物，（Ｃ）恒温動物，それぞれの条件に該当するグル

ープ名を答えなさい． 

 

問４．下線部(d)について，（Ａ）外胚葉，（Ｂ）中胚葉，（C）内胚葉から分化する

細胞（または組織）の名称をそれぞれ２種類ずつ答えなさい． 
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問５．下線部(e)について，脊椎動物の５つのグループの卵割様式の名称を，それぞ

れ答えなさい． 
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問題 VII．以下の（Ａ）～（Ｄ）の反応について生成物の構造式を示し，反応機構

を説明しなさい．  

 

（Ａ） 

 

 

 

 

（Ｂ） 

 

 

 

 

（Ｃ） 

    

 

 

 

（Ｄ） 
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問題 VIII．次の問１～問４に答えなさい．必要に応じて，以下の値を使用しなさい． 

（気体定数 R = 8.31 J mol-1 K-1，0°C = 273 K，loge 2 = 0.69，loge 3 = 1.1，loge 5 = 1.6） 

 

問１．熱力学に関する（１）～（６）の文章が正しい場合は〇で，誤りを含む場合

は×で答えなさい． 

 

（１）常温においては，あらゆる金属のモル比熱は約 R となる．  

 

（２）塩化ナトリウムが水に溶解する反応においてエンタルピーは増加する． 

 

（３）27°Cにおいてエンタルピー変化 H = – 20 kJ mol-1, および，エントロピー変化 

S = – 70 J K-1 mol-1である反応は自発的に起こる． 

 

（４）気体が自由拡散するとき，エントロピーは変化しない． 

 

（５）同じ温度では，水素分子に比べて酸素分子の平均速度が大きい． 

 

（６）等温変化の場合には，内部エネルギーは変化しない． 

 

問２．酵素阻害様式のうち，（１）競合阻害，（２）非競合阻害を示すラインウィー

バー・バークプロットを図示しなさい．ただし，3 種類の阻害剤濃度で実験した

とし，横軸，縦軸が何であるかを明示すること． 

 

問３．グルタミン酸の側鎖の酸解離定数 pKa は 4.2 である．溶液の pH が 4.2，5.2

のときのグルタミン酸側鎖の非解離型の割合をそれぞれ答えなさい．  

  

問４．定圧下（1.0×105 Pa）で，– 73°C のメタン 5 m3 を加熱して 127°C にした．こ

の過程における，加えられた仕事（W），内部エネルギー変化（U），加えた熱量

（Q）及びエントロピー変化（S）を計算しなさい．  
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問題 IX．種間競争に関する下の文（Ａ）と（Ｂ）を読み，問１～問５に答えなさい． 

 

（Ａ）北米の近縁なアメリカザリガニ科の２種は同じ河川に生息しているが，

Orconectes virilis が下流に，O. immunis が上流に生息する．図１は両種の川底

の基質への選好性を調べた結果である． 

 

図１．北米の近縁なアメリカザリガニ２種 O. 

virilis(□)と O. immunis(■)の川底の基質への

選好性． 

 

問１．基本ニッチと実現ニッチについて，簡潔に説明しなさい． 

 

問２．基本ニッチと実現ニッチの観点から，図１の結果を簡潔に説明しなさい． 

 

問３．ニッチが重複するであろう２種が同所的に生息する場所で，この２種間に

種間競争が実際に起こっていることを確かめるためには，どのような実験方法

を用いるのがよいか．実験は野外の調査地にて行うとする．予測される結果と

ともに，その実験方法を説明しなさい．  
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（Ｂ）図２は，ガラパゴス諸島におけるダーウィンフィンチ２種の分布とくちば

しの形状について調べた結果である．チャールズ島，チャタム島には２種が生

息しているが，ダフネ島にはGeospiza fortisのみ，クロスマン島にはG. fuliginosa

しか生息していない．フィンチ類のくちばしは，その餌ニッチの分化に応じて

形状（くちばし高）の異なる進化をした．厚い頑丈なくちばしをもつ種ほど，

地上に落ちて乾燥した硬い種子を食べられる．このくちばしの進化は同じ島に

競争種が存在しているか否かでも結果が変わる．２種が同所的に生息する島で

は，(a)両種がお互いに選択圧となる共進化の結果，生態的形質置換が生じてい

た． 

 

図２．ダーウィンフィンチ２種 G. fortis(■)と G. fuliginosa(□)

のガラパゴス諸島における分布とくちばし高の違い． 

 

問４．２種が同所的に生息する島で生じた生態的形質置換について，２種が同所

的に生息する島と異所的に生息する島の結果を比較しながら簡潔に説明しなさ

い． 
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問５．下線部(a)について，生態的形質置換が生じた共進化のメカニズムについて，

繁殖成功度（適応度）という語句を用いて一般的に詳しく説明しなさい． 
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問題 X．生物個体間の相互作用に関する下の文を読み，問１～問４に答えなさい． 

 

 生物個体が自己の適応度を減少させて他個体の適応度を増加させる行動を一般に 

アア という． ア の顕著な例は，ハチ，シロアリなど複数の分類群でみられ，

それらの種を総称して イ という． イ は ウ とよばれる集団で共同生活

し，その中で エ とよばれる個体は自らは繁殖せずに オ とよばれる個体が

産んだ子を世話したり，外に出て餌を採ったり， ウ を外敵から防衛したりする． 

 ハチ目（膜翅目）において イ の種が多くみられる理由として，進化生態学者 

カカ は， キ 性決定というメカニズムに注目し，(a)ハチ目では自ら繁殖する

よりも妹の世話をするほうがその個体の ク が大きくなるため イ へと進化

しやすかったと考えた． 

 

問１．上の文の ア ～ ク に入る最も適切な語をそれぞれ答えなさい． 

 

問２．下線部(a)は「3/4 仮説」とよばれる．何が 3/4 なのかを答えなさい． 

 

問３．非血縁者間の ア の適応的理由を説明するための理論として，最も有力なも

のの名前を答えなさい． 

 

問４．ある被食者種の個体密度 n の時間変化が以下のような方程式で表されるとする．

この式で，捕食者種の個体密度 p は一定で時間変化しない．t は時間を表す変数，r，

K は正定数，a は負でない定数である．以下の問（１）～（４）に答えなさい． 

    

 

（１）a = 0 のとき，被食者 1 個体あたりの増加率の式を書きなさい． 

 

（２）（１）の式が nに関する減少関数になることは，一般に ケ 競争による負の 

ココ を反映していると解釈できる． ケ ， コ に入る最も適切な語をそれ

ぞれ答えなさい． 

 

（３）n の平衡点をすべて求めなさい． 

 

（４）上式の右辺を n で微分し，それを用いて n の平衡点の安定性を判定しなさい．  


