
 
平成２０年度 大学院理学系研究科博士前期課程（生物科学専攻） 

秋募集 入学試験問題 

 

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-7）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    7 

A-3  基礎数学     9 

 

B-1  分子細胞生物学    11 

B-2  生化学     13 

B-3  遺伝学     16 

B-4  進化生物学    20 

B-5  生態学     22 

B-6  植物生理学    25 

B-7  生命化学    28 

 

注意 

(1) 解答用紙を１２枚配布する．手元に用紙がそろっているかどうかを確認しなさい．

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４つの問題の解答を別々に４枚の解答用紙に記入

しなさい．なお，解答用紙の表面に書ききれない場合には，裏面の指定された部

分を使用しなさい． 

(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 
 

次の問題Ｉ～問題Ⅳに解答しなさい．問題は５ページある． 

各問題について１枚の解答用紙を使用すること．また，それぞれの解答用紙には問題

番号と各問の番号を記すこと． 

 

 

問題Ⅰ．遺伝子に関する次の文章を読み，下の問１～問６に答えなさい． 

 

高等植物では，遺伝子の本体である DNA は，核，ミトコンドリアおよび葉緑体に

存在する．核 DNA は，アルギニンやリシンなどの塩基性アミノ酸を多く含むタンパ

ク質である ア と複合体を形成する．一方，ミトコンドリアおよび葉緑体の DNA

は環状で，タンパク質と複合体を形成していない． 

細胞分裂の際には DNA が複製される．真核生物の DNA 複製には未だ不明の点も

多いが，基本的には原核生物のそれと同様であるとされる．DNA 複製が イ 的で

あることは Meselson と Stahl によって大腸菌を用いて実験的に証明された． 

 

 

問１．DNA の正式名称を，日本語および英語で記述しなさい． 

 

問２．上の文章中の  ア  と  イ  に入る も適当な語を，それぞれ答えなさい． 

 

問３．DNA はヌクレオチドと呼ばれる単位からできている．DNA を構成しているア

デニン（6-aminopurine）をもつヌクレオチドの化学構造を記しなさい． 

 

問４．ミトコンドリアと葉緑体に含まれる DNA が環状構造である理由を，細胞の進

化の側面から簡潔に記述しなさい（５０字程度）． 

 

問５．体細胞分裂における間期（G1，S，G2）および分裂期（前期，中期，後期，終

期）の細胞当たりのDNA量の変化を，グラフで示しなさい． 

 

問６．Meselson と Stahl が行った上記の実験について説明しなさい． 



問題Ⅱ．アオミドロ（淡水性藻類）の細胞を 30%スクロース溶液または 10%エチレン

グリコール溶液に浸し，原形質の体積の変化を観察した．次図はその結果を示す．下

の問１～問３に答えなさい． 

 

 
 

問１．アオミドロの細胞を 30%スクロース溶液と 10%エチレングリコール溶液に浸し

たときの体積変化の違いを，細胞膜の構造およびその性質に関連づけて説明し

なさい． 

 

問２．この図の結果から推測されるアオミドロの細胞壁の性質と役割について説明し

なさい． 

 

問３．ヒト赤血球とアオミドロの細胞をそれぞれスクロースで作った低張液，等張液，

高張液に浸したときの細胞の形を図示し，簡単な説明を加えなさい． 
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問題Ⅲ．ヒトの系統に関する次の問１～問３に答えなさい． 

 

問１． 次図はミトコンドリア DNA 全塩基配列を用いたヒトの系統樹である．下の問

い（ア〜ウ）に答えなさい． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ミトコンドリア DNA 全塩基配列を用いたヒトの系統樹 

（篠田謙一「日本人になった祖先たち」NHK ブックス 2007 より） 

 

 

（ア）Af，W，E，S，Am のうち，遺伝的多様性が も高いのはどれだと考えられ

るか答えなさい． 

（イ）系統樹のクラスター（L0，L1，L2，L3，M，N）と，肌の色による人種の分

類（白人，黒人，黄色人種）とが一致しないのはなぜか答えなさい． 
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（ウ）現世人類がアフリカを出てヨーロッパへ分布を拡げたとき，ヨーロッパには

ネアンデルタール人が先住していたと考えられている．ヨーロッパのネアンデルタ

ール人化石のミトコンドリア DNA の部分解析から，ネアンデルタール人と現世人

類との間で交雑があったとする証拠は得られていない．このことから，ネアンデル

タール人のミトコンドリア DNA 全塩基配列が決定されたとき，ネアンデルタール

人を横１本の線分で示すなら，この系統樹のどこに入ると予想されるか答えなさい

（解答例：クラスターM と L3 の間）． 

 

問２． ミトコンドリア DNA と核 DNA が子孫に伝達される様式は大きく異なる．そ

の違いを記述しなさい． 

 

問３． オーストラリアはヨーロッパ人の移民によってできた国家である．オースト

ラリアに移住したヨーロッパ人には元のヨーロッパ人と比較して皮膚がん

が多発しやすいことが知られている．それはなぜだと考えられるか答えなさ

い． 
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問題Ⅳ．地球の大気中への酸素の蓄積と生物の進化に関する下の問１～問３に答えな

さい． 

 

問１．地球上に生命が誕生したころの大気中には酸素は存在しなかったが，ある生物

の出現により，大気中への酸素の蓄積が始まった．ある生物とは何か，またそ

れがどのような仕組みで大気中の酸素濃度を増加させたのか，記述しなさい． 

 

問２．大気中の酸素濃度の上昇がオゾン層の形成をもたらした．この形成が生物の進

化にどのような役割を果たしたと考えられるか，記述しなさい． 

 

問３．大気中の酸素濃度の上昇に伴って出現した好気呼吸を行う生物は，嫌気呼吸を

行う生物に比べ，有機物から多くのエネルギーを得ることができる．真核細胞

の好気呼吸において大きな役割を果たしている細胞内小器官は何か，答えなさ

い．また好気呼吸を行うことにより，なぜ多くのエネルギーが得られるのか，

簡潔に記述しなさい． 

 



科目番号：A-2 科目名：基礎化学 
 

次の問題Ｉ～問題Ⅵの中から４つの問題を選択して解答しなさい．問題は２ページあ

る． 

選択した各問題について１枚の解答用紙を使用すること．また，それぞれの解答用紙

には選択した問題番号と各問の番号を記すこと． 

 
 
問題Ⅰ．次の問１と問２に答えなさい． 

問１．ある元素は第三周期に属し，その第１，第２，第３，第４，第５イオン化エネ

ルギーは，それぞれ 578kJ mol-1，1820 kJ mol-1，2750 kJ mol-1，11600 kJ mol-1，14800 kJ 

mol-1である．この元素の電子配置を推論過程とともに書きなさい． 

問２．ナトリウムイオン（Na+）とネオン（Ne）は同じ電子配置をとっている．ナト

リウムの第２イオン化エネルギーとネオンの第１イオン化エネルギーの大小関係は

どうなるか．理由とともに書きなさい． 

 

問題Ⅱ．一酸化炭素と二酸化炭素は，いずれも炭素原子と酸素原子の結合により成り

立っている．しかしながら，その結合様式は異なっている．次の問１と問２に答えな

さい． 

問１．一酸化炭素の炭素原子と酸素原子の間の結合は三重結合となっていることを，

分子軌道の考え方を用いて説明しなさい． 

問２．二酸化炭素の炭素原子と酸素原子の間の結合は二重結合になっていることを，

混成軌道の考え方を用いて説明しなさい． 

 
問題Ⅲ．１モルの理想気体が温度T で，体積 から に等温膨張するとする．この過

程が，(a)可逆的になされる場合，および(b)一定の外圧 に対して不可逆的になされ

る場合について，次の問１～問３に答えなさい． 

1V 2V

exP

問１．(a)の場合について，系の内部エネルギー変化 UΔ とエントロピー変化 SΔ を求

めなさい． 

問２．(b)の場合について，系の内部エネルギー変化 UΔ とエントロピー変化 SΔ を求

めなさい． 
問３．(b)の場合について，系のエントロピー変化と外界のエントロピー変化の和 univSΔ

（宇宙全体のエントロピー変化）を求めなさい． 
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問題Ⅳ．次の項目について説明しなさい． 

(１) Brønsted-Lowry 酸−塩基 

(２) ケト−エノール互変異性 

(３) エナンチオマー 

(４) 求核置換反応 

 

問題Ⅴ．pKa 値について以下の問１と問２に答えなさい． 

問１．以下の化合物（１０種）の化学式を書き，pKa 値の小さいものから大きいもの

の順に並べなさい（ただし，解離する水素原子が複数個ある場合は，第一段階目の酸

解離定数から求めた pKa とする）． 

 

塩酸，エタノール，フェノール，アンモニア，酢酸， 

アセト酢酸エチル，水，マロン酸ジエチル，アセトン，エチレン 

 

問２．以下の反応の平衡は左辺と右辺のどちらに偏るか．pKa 値を参考にして説明し

なさい． 

 

 

 

問Ⅵ．次の一連の反応は(A) Claisen 縮合，(B) Robinson 環化と呼ばれる．生成物の構

造を書き，反応機構を説明しなさい． 
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科目記号：A-3 科目名：基礎数学 
 
次の問題Ⅰ～問題Ⅳに解答しなさい．問題は２ページある． 

各問題について 1 枚の解答用紙を使用すること．また，それぞれの解答用紙には問題

番号と各問の番号を記すこと． 

 

問題Ⅰ． について，以下の問に答えなさい． 2)(2)(123)(),( yxyxyxyxf −++−+=

問１．
x
f

∂
∂ , 

y
f

∂
∂ , 2

2

x
f

∂
∂ , 2

2

y
f

∂
∂ , 

yx
f
∂∂

∂2
を求めなさい． 

問２．極値を求めなさい． 

 

 

 

 

問題 II． xについて，以下の問に答えなさい． g(x x) = sin

)を変数 x について微分しなさい． g(x問１．

問２．xy 平面上において  (0)(xgy = ≤ x ≤ π )と x 軸で囲まれた図形 A の面積を求めな

さい． 

問３．図形 A を x 軸のまわりに 1 回転させてできる立体の体積を求めなさい． 
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問題Ⅲ．ベクトルについて以下の問に答えなさい． 

問１．a, b, c が一次独立ならば，a, a+b, a+b+c も一次独立であり，その逆も成り立つ

ことを証明しなさい．  

 

問２．次の３つのベクトルが一次従属になるように x を定め，a を b と c の一次結合

で表わしなさい． 

 

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛−
=

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=

1
1

2
,

0
1,

2

5 x
c

x
bxa

 
 
 
 
 
 
問題Ⅳ．次の行列 Aについて，以下の問に答えなさい． 
 

.
81010
212
365

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−−
−−
−−

=A 
 
 
 
問１．行列 Aの固有値をすべて求めなさい． 
 
問２．行列 APP 1− が対角行列となるような正方行列P を求め，行列 Aを対角化しなさ

い． 
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科目記号：B-1 科目名：分子細胞生物学 
 
次の問題Ⅰ～問題Ⅳに解答しなさい．問題は２ページある． 

各問題について１枚の解答用紙を使用すること．また，それぞれの解答用紙には問題

番号と各問の番号を記すこと． 

 

問題Ⅰ．以下の問１～問５にそれぞれ簡潔に答えなさい． 

 

問１．真核生物のmRNAは，核から運び出される前にいくつかの転写後修飾を経て成

熟する．そのうち５’末端と３’末端にみられる修飾の名称を，それぞれ記しな

さい． 

問２．真核生物の細胞周期制御において，S 期や M 期への移行を制御するものとして

知られているタンパク質の名称を記しなさい． 

問３．M 期前中期において，紡錘体微小管が結合する染色体領域の構造の名称を記し

なさい． 

問４．神経細胞や筋細胞などの細胞膜に生じる，短い一過性でかつ伝播性のある電気

シグナルを何と言うか記しなさい． 

問５．発生過程における誘導と形成体について述べなさい．  

 

 

問題Ⅱ．細胞間情報伝達に関する次の文章を読み，問１と問２に答えなさい． 

 

細胞間情報伝達は，情報発信細胞が特定のシグナル分子を産生し，それを標的細胞

が受容することによって成立する．動物においてシグナルが も広く伝わる方法は，

シグナル分子が血流を介して全身に伝わる場合である．この場合のシグナル分子は特

に（ ア ）と呼ばれ，（ ア ）を産生する細胞は（ イ ）と呼ばれる．血流に

は入らずにシグナル分子が細胞外液中を拡散して，情報発信細胞の周辺にだけにシグ

ナルを伝達する様式は，（ ウ ）型情報伝達と呼ばれる．神経細胞におけるシグナ

ル伝達は，（ イ ）と同様に長距離のシグナル伝達が行うことができるが，（ ア ）

のように広範囲に伝達されるものではなく，神経細胞の（ エ ）末端と（ オ ）

を形成した標的細胞にのみ伝達される． 

 

問１．文中の空欄（ ア ）～（ オ ）に適当な語句を入れなさい． 

問２．上記の（ ア ）と（ イ ）の組み合わせの具体例を挙げて，その生理作用

を説明しなさい． 
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問題Ⅲ．ヒトなど哺乳類の体は様々な細胞や組織から構成されている．これらの中に

は，１）一度形成されると比較的安定であり，細胞があまり入れ替わらないタイプの

組織と，２）常に新しい細胞がつくり出され，移動・死滅して頻繁に入れ替わるタイ

プの組織が存在する．１）および２）に該当する組織の例を１つずつ挙げて，その組

織が由来する胚葉の種類と，細胞分化による組織形成の過程についてそれぞれ簡潔に

述べなさい． 

 

 

問題Ⅳ．遺伝子の転写制御に関する次の問１と問２に答えなさい． 

問１．大腸菌ラクトースオペロンの発現制御においてはたらくタンパク質のうち，正

の制御と負の制御の主役となるDNA結合性タンパク質について，それぞれその名

称と制御機構における役割を記しなさい． 

問２．真核生物の染色体には，間期においても分裂期と同程度に凝縮している領域が

あり，このような領域をヘテロクロマチンと呼んでいる．ヘテロクロマチン領域

では，遺伝子は転写されない．以下に示すヘテロクロマチンによる遺伝子発現抑

制に関連する事例について，その機構を説明しなさい． 

(a) 位置効果によるショウジョウバエ眼色の斑入り 

(b) ある哺乳動物の X 染色体上の毛色を決める遺伝子の発現によってメス個体に

生じるまだら模様 



科目記号：B-2 科目名：生化学 
 

次の問題Ⅰ～問題Ⅵの中から４つの問題を選択して解答しなさい．問題は３ページあ

る． 

選択した各問題について１枚の解答用紙を使用すること．また，それぞれの解答用紙

には選択した問題番号と各問の番号を記すこと． 

 

 

問題Ⅰ．酵素反応について以下の問１と問２に答えなさい．  

E   +   S ES E  +  P
k1 k2

k-1  
ここで，E, S, ES, Pはそれぞれ酵素，基質，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． 
 
問１．定常初速度をvo, Michaelis定数をKm = (k2 + k-1)/k1, 基質飽和時の 大反応速

度をVmaxとして，ES複合体の定常状態の仮説に基づきMichaelis-Mentenの速度式を

導きなさい． 
 
問２．Michaelis-Mentenの速度式をLineweaver-Burkプロットに適した式に変形し，

これを用いて実験によりKmおよびVmaxを求める方法を示しなさい． 
 
 
問題Ⅱ．タンパク質を構成する(a) ~ (e)のアミノ酸について，以下の問１と問２に答

えなさい． 
(a) 不斉炭素を 2 個持ち，脂肪族ヒドロキシル基を含んでいる． 
(b) 側鎖はα-炭素原子と窒素原子の両方に結合して，環状構造をとる．そのため他の

アミノ酸に比べて立体配座が強く制限されるため，タンパク質の立体構造に著しい影

響を与える． 
(c) 複素芳香環側鎖を持ち，(ァ)中性付近で側鎖からプロトン（H+）の出し入れが起こ

る．そのためタンパク質中では中性型と陽イオン型となり，多くの酵素反応機構に関

与する． 
(d) 側鎖にチオール基を持ち，この（イ）アミノ酸残基 2 分子の側鎖が酸化反応により，

共有結合（ジスルフィド結合）を形成する．このことにより，ある種のタンパク質は

立体構造が安定化される． 
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(e) （ウ）側鎖が過酸化水素によって酸化され，新たな不斉中心を与える．  
 
問１．(a) ~ (e)の各項目に該当するアミノ酸を一つ挙げ，名称および構造式を答えな

さい． 
 
問２．下線部(ア)〜(ウ)について，構造式を用いて説明しなさい． 
 
 
問題Ⅲ．タンパク質など生体高分子の精製に用いられるクロマトグラフィーを 2 種類

挙げ，その原理を簡潔に説明しなさい．図を用いてもよい． 
 
 
問題Ⅳ．生体内のエネルギー生産に関して以下の問１と問２に答えなさい． 
 
問１．以下の表は生物にとって重要なリン酸化合物の加水分解の標準エネルギーを

表している．この表を用いて，解糖系中の以下の反応の標準自由エネルギー変

化を求めなさい． 
化合物 ΔＧ0 ′(kJ / mol ) 

ホスホエノールピルビン酸 −６１.９ 

1,3 –ビスホスホグリセリン酸 −４９.４ 

ＡＴＰ（→ＡＭＰ＋ＰＰｉ） −３２.２ 

ＡＴＰ（→ＡＤＰ＋Ｐｉ） −３０.５ 

グルコース 6 –リン酸 −１３.８ 

グリセロール 3 –リン酸  −９.２ 

 
１） ＡＴＰ ＋ グルコース  ⇄  ＡＤＰ ＋ グルコース 6 – リン酸 

 

２） 1,3–ビスホスホグリセリン酸＋ＡＤＰ ⇄ 3–ホスホグリセリン酸＋ＡＴＰ 

 

３） ホスホエノールピルビン酸 ＋ ＡＤＰ ⇄ ピルビン酸 ＋ ＡＴＰ 

 

問２．「電子伝達」，「酸化的リン酸化」，「化学浸透説」および「ＡＴＰ合成酵素」の

４つのキーワードを用いて，ミトコンドリアにおけるＡＴＰ合成反応を説明しなさい． 
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問題Ⅴ．細胞内では，タンパク質は絶えずアミノ酸から合成され，数分から数週間の

寿命で分解される．この細胞内のタンパク質分解には，従来から知られていたリソゾ

ームによる分解系に加え，ＡＴＰの加水分解エネルギーを必要とする新たな分解系の

存在が知られている．これについて，以下の問１～問５に答えなさい． 

 

問１．分解系は標的タンパク質にタグを付けることから始まる．この分子機構を，そ

の反応に係わるタンパク質を示しながら説明しなさい．説明のために図を用いてもよ

い． 

 

問２．タグの付けられたタンパク質は巨大タンパク質複合体で分解をうける．このタ

ンパク質複合体を何と呼ぶか答えなさい． 

 

問３．このタンパク質複合体のサブユニットに XXＳという名称が付けられている．但

しXXは数字を表す．同様な名称はリボゾームのサブユニットにも付けられているが，

このＳは何に由来しているか，説明しなさい． 

 
問４．このタンパク質複合体の構造と作用機構について述べなさい． 
 
問５．この分解系は単純なタンパク質分解だけでなく，別の重要な生理機能にも関与

している．どの様な機能か述べなさい． 
 
 
問題Ⅵ．生体膜輸送（チャネル，ポンプなど）または光受容（視覚，光合成など）に

係わっている膜タンパク質あるいは膜タンパク質複合体の中から一つを選び，その構

造と機能について述べなさい．図を用いてもよい． 
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科目記号：B-3  科目名：遺伝学 
 

次の問題Ⅰ～問題Ⅳに解答しなさい．問題は４ページある． 

各問題について１枚の解答用紙を使用すること．また，それぞれの解答用紙には問題

番号と各問の番号を記すこと． 
 

問題Ⅰ．減数分裂に関する次の説明文（Ａ）および（Ｂ）を読み，以下の問１～問４

に答えなさい． 
 

（Ａ）減数分裂では，DNA複製後，連続して(a)２回の細胞分裂が起こることにより，

２倍体細胞から配偶子ができる．減数分裂の第１分裂では(b)倍加した相同な父方染色

体と母方染色体が横並びの状態で対をつくって整列する． 

（Ｂ）子孫の遺伝的多様性を高めるために減数分裂には，体細胞の細胞分裂にはない

特別な２つの過程が含まれる．ひとつは(c)相同染色体間の交差（組換え）であり，も

うひとつは(d)父方および母方相同染色体が独立に配偶子に分配される仕組みである． 
 

問１．下線部(a)について，染色体数が半分になるのは第１分裂と第２分裂のどちらか

答えなさい． 

問２．下線部(b)の相同染色体同士が対合する意味は何か答えなさい． 

問３．下線部(c)に関連して，１回の減数分裂で，染色分体それぞれが１カ所でだけ交

差すると仮定すると，ある１本の染色体の両端にある２つの遺伝子によって決

定される形質がいっしょに遺伝する頻度はどうなると予想されるか答えなさ

い． 

問４．下線部(d)の仕組みにより，例えば 12 本（2n=12）の染色体構成を持つ生物がつ

くり出す配偶子は何通りになるか答えなさい．ただし，この場合，組換えは起

こらないものとする． 
 

 

問題Ⅱ．ヒト遺伝病に関する次の説明文を読み，以下の問１～問４に答えなさい． 
 

 色素性乾皮症は，日光過敏症を呈する(a)常染色体性劣性遺伝病である．この患者由

来細胞は，紫外線によって生じるDNA損傷の修復能に欠損がみられる．DNA修復能

が正常であるかどうかは，DNA修復にともなうDNA合成（不定期DNA合成）が起こ

るかどうかを調べることによって判定できる．ある色素性乾皮症患者由来の細胞と，

別の色素性乾皮症患者由来の細胞を，ポリエチレングリコールを用いて融合した場合，
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融合細胞においてDNA修復能が正常レベルまで回復することがある．このように，(b)

細胞を融合して欠損した表現型が回復するか否かを調べることを相補性試験という．

相補性試験により，(c)色素性乾皮症は７つ（A, B, C, D, E, F, G）の相補性群に分類で

きることが明らかになった． 
 

問１．下線部(a)の遺伝病は，近親婚によって生じる頻度が高くなると予想される．そ

の理由を説明しなさい． 
 

問２．下線部(b)の相補性試験を行うことにより，ある一人の色素性乾皮症患者 X が

どの相補性群に属するかを決定したい．手元には，A〜G 群にそれぞれ属する

７種類の色素性乾皮症患者由来細胞がある．このとき，どのような実験を行っ

たらよいか答えなさい． 
 

問３．問２の相補性試験の結果，この患者 X は A 群に属すると判定された．この場

合得られた実験結果を表にして答えなさい．ただし，不定期 DNA 合成が見ら

れた場合はプラス（+），見られなかった場合はマイナス（-）で表現しなさい． 
 

問４．下線部(c)に述べられているように相補性群が７つあるということから，この遺

伝病で欠損している DNA 修復機構についてどのようなことが推定されるか答

えなさい． 
 

 

問題Ⅲ．発がんに関わる遺伝子についての次の説明文（Ａ）および（Ｂ）を読み，以

下の問１～問３に答えなさい． 
 

 （Ａ）がんは遺伝子の変異が原因で起こる．発がんに関わる遺伝子は多数知られて

いるが，それらはがん遺伝子とがん抑制遺伝子の２群に分けることができる．がん遺

伝子に生じる変異は（ ア ）であり，一対の遺伝子のうちの片方が活性化型に変異

するだけでがんの表現形質を発現する．これに対して，がん抑制遺伝子に生じる変異

は一般に（ イ ）であり，一対の遺伝子の両方が不活性化型に変異することによっ

てがんの表現形質を発現することになる． 

 （Ｂ）ヒト家族性大腸腺腫症（familial adenomatous polyposis: FAP）は， もよく知

られた遺伝性大腸がん症候群である．FAPの患者は，成人前から結腸・直腸に多数の

ポリープ（腺腫）ができ，成人後早くに，それらのポリープから大腸がんになる．こ

れまでの研究から，FAPの原因はAPC遺伝子の変異であり，FAP患者は親から正常型
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と変異型のAPC遺伝子を１個ずつ受け継いでいることがわかっている．(a)FAP患者に

生じた大腸がんでは，正常型であったAPC遺伝子が変異型に変化していた．一方，非

遺伝性大腸がんにおいても，その約 60%で１対のAPC遺伝子の両方が変異していた．

この場合，がんは 40 歳代から起こり始めて年齢とともに増えるが，(b)FAPに比べると

がんの発症時期は遅い． 
 

問１．空欄（ ア ）と（ イ ）に も適切な語句を補いなさい． 
 

問２．下線部(a)において生じた変異は，APC 遺伝子を活性型と不活性型のどちらに変

えるものか答えなさい． 
 

問３．下線部(b)について，非遺伝性大腸がんでは，がんの発症時期が遺伝性大腸がん

（FAP）でのがんの発症時期に比べて遅い理由を，APC 遺伝子に生じる突然変異率に

着目して説明しなさい． 
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問題Ⅳ．ほ乳類の性染色体に関する以下の説明文を読み、問１と問２に答えなさい。 
 

ほ乳類の性は、Ｘ染色体とＹ染色体の組み合わせによって決定され、雌はＸＸ、雄

はＸＹである。性染色体は減数分裂時に他の染色体と同様に分離するので、卵はＸ染

色体を１本持っており、精子はＸ染色体またはＹ染色体のどちらかを持っている。 

Ｘ染色体は大きく、多くの遺伝子を含んでいるのに対し、Ｙ染色体は性決定因子とご

くわずかの遺伝子しか持っていない。雌と雄に生じるこの遺伝子量の不均衡は、胚発

生上の問題を生じると考えられる。（a）この不均衡を解消し、両性で有効な遺伝子量

が同一であるように保証する調節機構がある。 
 

問１．下線部(a)の機構について説明しなさい。 
 

問２．Ｘ染色体に含まれる遺伝子Ａにコードされるある酵素は、ある基質を加えると

それを分解して細胞が青色を呈すると仮定する。ある動物の雌で、母方由来の遺伝子

Ａが活性型、父方由来のそれは不活性型である場合、この雌の体表をこの酵素反応で

染めたとき、どのように染まるか答えなさい。 
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科目記号：B-4 科目名：進化生物学 
 

次の問題Ⅰ～問題Ⅳに解答しなさい．問題は２ページある． 

各問題について 1 枚の解答用紙を使用すること．また，それぞれの解答用紙には問題

番号と各問の番号を記すこと． 
 

 

問題Ｉ．次の（１）から（４）の進化生物学の用語について，それぞれ１５０字以内

で説明しなさい． 
 

（１） ボトルネック（瓶首）効果 

（２） 分子進化の中立説 

（３） 系統樹 

（４） 五界説 
 

 

問題Ⅱ．チャールズ・ダーウィンは，現在の進化論を確立した生物学者である．次の

問１と問２に答えなさい． 
 

問１．彼の進化学説を１５０字程度で説明しなさい． 
 

問２．数年から数十年単位の時間スケールで観測・観察された具体的な生物進化の例

を１つあげて，その現象と機構について，１５０字程度で説明しなさい． 
 

 

問題Ⅲ．種分化について，次の問１と問２に答えなさい． 
 

問１．種分化とは共通の祖先から２つの集団に分かれて別種になることである．この

場合，別種になるとはどのような現象であるかを，５０字以内で説明しなさい． 
 

問２．種分化には異所的種分化と同所的種分化がある．それぞれの種分化が起こる原

因とその過程を，それぞれの種分化について１５０字程度で説明しなさい．必要であ

れば，具体的な生物の例をあげて説明してもよい． 
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問題Ⅳ．大進化は地質学的時間スケールで起こる．そのために，大進化は実験的に再

現することが困難で，いわゆる傍証（間接的な証拠）によって進化の実存性が論じら

れてきた．このような傍証としてあげられている生物的な現象を３つあげ，それぞれ

の内容とそれが進化の証拠になる理由とを，各現象についてそれぞれ１５０字程度で

説明しなさい． 
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科目記号：B-5 科目名：生態学 

 
次の問題Ⅰ～問題Ⅳに解答しなさい．問題は３ページある． 

各問題について 1 枚の解答用紙を使用すること．また，それぞれの解答用紙には問題

番号と各問の番号を記すこと． 
 

 

問題Ⅰ．次の生態学の用語について，それぞれ１００字程度で説明しなさい．また，

それによって起こっていると思われる具体的な生態的過程あるいは現象を，  

１００字程度で概説しなさい． 
 

 （１） 間接効果 

 （２） トップダウン 

 （３） メタ個体群 
 

 

問題Ⅱ．競争排他の原理 (Gause, 1934) によれば，共通の資源に依存して生活する２

種の生物は共存しにくいとされている．また，捕食者と餌生物の２種関係におい

ても，実験的に安定した共存を持続させることは大変難しい．ところが，現実の

地球上の生態系を見てみると，多種多様な生物が共存している．これは実際の生

態系では多種共存を可能にするメカニズムが働いているためと考えられる．考え

られるメカニズムを２つあげて，それぞれがどのようなものであるかを１００～

１５０字程度で説明しなさい． 
 

 

問題Ⅲ．図１は３種の昆虫種における卵および卵塊の空間分布をそれぞれ示したもの

である．上段は平面的に見た場合の空間分布，下段はそれをヒストグラムにした

ものである．Aはイネ 25株あたりのニカメイガの卵塊の分布を示したものであり，

このような分布型をランダム分布という．この分布型は，ニカメイガが他個体に

よる産卵の有無にかかわらず，ランダムに産卵したことによって実現される．実

際の生物のランダム分布はポアソン分布という分布型に近い．そのため，分布型

がランダム分布かどうかは，ポアソン分布の理論値と比較して判断する．一方，B

と C に示した昆虫の卵の空間分布はランダム分布とは異なる分布型である．これ

らの空間分布について以下の問１と問２に答えなさい． 
 



問１．多くの生物の分布型は B のようになるが，その理由を５０～１００字程度で答

えなさい． 

問２．C のような分布型になるのは，どのような場合であるかを５０～１００字程度

で説明しなさい． 

 
図１．３種の生物種における個体の空間分布とそのヒストグラム．い

ずれもヒストグラムは実測値，実線はポアソン分布の理論値，破線は

負の２項分布の理論値．（嶋田ら，2005，動物生態学新版より） 
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問題Ⅳ．夏休みに大阪平野にある溜め池の生態系調査をすることになった．無機的（物

理的・化学的）環境と，生物群集の調査とについて，調査対象とすることが望ま

しい環境項目と生物群を検討してみた． 
 

問１．下記の例とは異なる環境項目を3つあげて，その項目の必要性と観測方法とを，

１５０字程度で説明しなさい． 
 

解答例 

 環境項目：水温． 

 水温は，生物の代謝・成長などを規定するもっとも重要な要因である． 

 温度計で測定するが，標準温度計あるいは，それと校正されている温度計を使用す

る．また，鉛直方向の変化を観測するには，各層ごとに採水し直ちに測定するか，サ

ーミスター温度計を使用する必要がある．時間的な連続変化は，各種の自記温度計で

測定する． 
 

問２．下記の例とは異なる調査対象生物群（種ではない）を３つあげて，それぞれの

群の名称とそれに含まれる生物種を３つ以上あげなさい．また，それぞれの生物群の

調査の必要性と個体数を調べる方法を１５０字程度で説明しなさい． 
 

解答例 

 生物群：ネクトン．生物種：モツゴ，ニッポンバラタナゴ，オオクチバス 

 ネクトンの主体は魚類である．魚類には，さまざまな食性の種が含まれている．他

の生物を食べ，かつ魚食性の生物に食べられる点で，群集のなかで重要な生態的な役

割を果たしている． 

 モンドリ（トラップ），網，釣りなどで採集することができるが，運動性が高いた

めに，密度推定には標識再捕法などを適用する必要がある． 
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科目記号：B-6 科目名：植物生理学  
 
次の問題Ⅰ～問題Ⅳに解答しなさい．問題は３ページある． 

各問題について 1 枚の解答用紙を使用すること．また，それぞれの解答用紙には問題

番号と各問の番号を記すこと． 
 

 

問題Ⅰ．植物の光合成に関する以下の問１～問３に答えなさい． 
 

問１．葉緑体によって捕捉された光エネルギーを用いて高エネルギー化合物である

ATP が合成される過程を，その反応の進行する場所とともに説明しなさい． 
 

問２．CO2がカルビン‐ベンソン回路に取り込まれる場合，その反応を触媒する酵素

の名称を答えなさい． 
 

問３．問２の酵素はCO2を同化する反応以外の反応も触媒することが知られている．

その反応がどのような反応で，どのような条件で進行するか説明しなさい． 
 

 

 

問題Ⅱ．根粒菌によってマメ科植物の根に根粒が形成される過程を，根粒菌の宿主特

異性を中心に説明しなさい． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



問題Ⅲ．植物の成長と細胞壁の力学的性質に対するオーキシンの影響について以下の

設問に答えなさい． 
 

設問 

 25℃の暗所で一定期間生育させたオートムギの幼葉鞘（30〜35mm）から本葉を取

り除いた 10mmの切片を切り出し，この切片を同様の暗所において蒸留水あるいは 3 x 

10-5 Mのオーキシン（IAA）溶液で 6 時間培養した．培養終了後，蒸留水で培養した

切片に比べて，IAAで培養した切片は，明らかにその伸長が促進されていた．切片の

伸長は吸水成長であると考えられるので，応力緩和法によって培養終了後のオートム

ギ幼葉鞘切片細胞壁の力学的性質を測定し， 小緩和時間（T0）を求めたところ，以

下の表に示す結果が得られた．この結果から，IAAはオートムギ幼葉鞘切片の細胞壁

の力学的性質をどの様に変化させたと考えられるか答えなさい．また，その変化が，

IAAによる切片の伸長促進の「原因」，すなわちIAAによって切片の細胞壁に変化が生

じたために切片の伸長が促進されたか，あるいは伸長促進の「結果」，すなわちIAA

によって切片の伸長が促進されたために切片の細胞壁に変化が生じたかを明らかに

するためには，どの様な実験を追加すればよいと考えられるかを簡潔に答えなさい． 
 

オートムギ幼葉鞘切片細胞壁の応力緩和時間に対するIAAの影響

蒸留水

IAA

最小緩和時間（T 0 , 秒）

0.044

0.033

測定値間には有意に差があることが示されている。  
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問題Ⅳ．オーキシンが示す植物細胞伸長促進作用を阻害する阻害剤に関する以下の設

問に答えなさい． 
 

設問 

 25℃の暗所で一定期間生育させたオートムギの幼葉鞘（30〜35mm）から本葉を取

り除いた 10mm の切片を切り出し，この切片を同様の暗所において一定濃度のオーキ

シン（IAA）や一定濃度の阻害剤を含む溶液で 6 時間培養した．培養開始から 2 時間

毎にマイクロメーターを装着した実体双眼顕微鏡を用いて切片の長さを測定したと

ころ，下図に示す結果が得られた．IAA の成長促進効果に対するこの阻害剤の作用機

構を明らかにするためは，次にどの様な実験を行ったらよいと考えられるか．植物細

胞の成長を規定するパラメーターに着目しながら，一連の実験計画の概要を簡潔に述

べなさい． 
 

 

0 2 4 6

IAA

IAA + 阻害剤

蒸留水

阻害剤のみ

時間  
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科目記号：B-7  科目名：生命化学 
 
次の問題Ⅰ～問題Ⅵの中から４つの問題を選択して解答しなさい．問題は２ページあ

る． 

選択した各問題について１枚の解答用紙を使用すること．また，それぞれの解答用紙

には選択した問題番号と各問の番号を記すこと． 
 

問題Ⅰ．以下の語句について説明しなさい． 

(1) 緩衝液 

(2) 等電点 

(3) 酵素免疫測定法(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) 

(4) セントラルドグマ 
 

問題Ⅱ．一般酸塩基触媒について，反応機構，遷移状態を図示して説明しなさい． 

問１．エステルの加水分解反応を例にして，酢酸イオンによる一般塩基触媒について

説明しなさい． 
 

酢酸エチルエステル 

 

 

 

問２．アセタールの加水分解を例にして，酢酸による一般酸触媒について説明しなさ

い． 
 

アセタール 
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問題Ⅲ．酵素は反応の遷移状態の自由エネルギーを下げることによって触媒する． 

   以下の遷移状態図（a, b, c）を描き，設問（d, e）に答えなさい． 

(a) 酵素がない反応 

(b) 基質 S が酵素にゆるく結合する場合 

(c) 基質 S が酵素にきつく結合する場合 

(d) おのおのの場合のΔＧ≠ を比較し，基質Sがきつく結合しても触媒反応に

有利でない理由を説明しなさい． 

(e) 酵素が基質よりも反応の遷移状態に優先的に結合する理由を説明しなさ

い． 
 

問題Ⅳ．タンパク質の立体構造形成に影響を与える非共有結合性の相互作用を４つ挙

げ，それぞれについて説明しなさい． 
 

問題Ⅴ．以下の設問に答えなさい． 

     ΔH = 15 kJ, ΔS = 50 J・K-1の反応は， 

(a) 10℃で自発的か？ 

(b) 80℃で自発的か？ 
       

問題Ⅵ．セリンプロテアーゼでは，Asp, His,および Ser の３アミノ酸が活性基として

作用しペプチド結合の加水分解反応を触媒している．本プロテアーゼの反応機構およ

び触媒機構を図示し説明しなさい． 
 


