
 
平成３１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．下の図は，グルコースの代謝過程（解糖系）を表している．この図を見て，

問１～問４に答えなさい． 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

              図 解糖系の概要 

 

問１．図中の 	 ア	  ～	 オ	 の化合物の名称を答えなさい． 

 
問２．化合物アをフルクトース 1,6-ビスリン酸に変換する酵素について，以下の問

（１）～（３）に答えなさい． 
 

（１）	 酵素名を答えなさい． 
 

（２）	 生体内に存在する阻害剤を１つと活性化剤を３つ答えなさい． 
 

（３）	 この酵素による解糖系の制御の仕組みについて，説明しなさい． 
 

問３．グルコース 6-リン酸の代謝について，以下の問（１）～（３）に答えなさい． 
 

（１）	 グルコース 6-リン酸が酸化的に脱炭酸され，NADPH，二酸化炭素と
リブロース 5-リン酸を生じる反応経路の名称を答えなさい． 

 
（２）	 （１）の反応で生じる NADPHとリブロース 5-リン酸は，他の代謝
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系（酵素反応を含む）で利用される．NADPHとリブロース 5-リン酸を利

用する代謝系（酵素反応を含む）をそれぞれ１つずつ答えなさい． 
 

（３）	 グルコース 6-リン酸は，グリコーゲンの分解によっても生じる．グ
リコーゲン分解を促進するホルモンを２つ答えなさい． 

 
問４．ピルビン酸の代謝について，以下の問（１）～（３）に答えなさい． 

 
（１）	 好気条件で，ピルビン酸はアセチル CoAに変換される．この反応を

触媒する酵素の名称を答えなさい． 
 

（２）	 （１）の酵素は，Ｅ1，Ｅ2，Ｅ3 の 3 つの酵素からなる多酵素複合
体である．この様に酵素が複合体を作って反応を触媒する場合，それぞ

れの酵素が単独に反応を触媒するのに比べて有利な点が存在する．有利

な点を 2 つ答えなさい． 

 
（３）	 嫌気条件では，ピルビン酸は乳酸デヒドロゲナーゼにより乳酸にな

る．乳酸にまで変換される理由を答えなさい． 
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問題 II．アミノ酸代謝に関する下の文を読み，問１～問６に答えなさい． 
 
	 	 動物の細胞内アミノ酸は主にタンパク質の合成に利用されるほか，(a)ホルモンや

神経伝達物質，(b)ヘムなどの合成に利用される．また，過剰なアミノ酸はそのま
まの形では排泄されずに，(c)代謝燃料の前駆体となる共通代謝物に変換される．ア

ミノ酸の代謝分解で生じる炭素骨格は燃料分子として再利用されるもの以外は水

と二酸化炭素に代謝され，(d)窒素は動物種によって異なる物質として排泄される． 

 
問１．下線部(a)について，チロシンから合成されるホルモンもしくは神経伝達物質

の名称を 1つ答え，その構造式も書きなさい．  
 

問２．下線部(b)について，ヘムはスクシニル CoAとグリシンが縮合した 5-アミノ
レブリン酸から合成される．ヘム 1分子の合成にはそれぞれ何分子のスクシニル
CoAとグリシンが必要か答えなさい． 

 

問３．ヘムの構造式を書きなさい． 
 

問４．赤血球が役割を終えるとその成分であるヘムは分解される．肝機能障害など

の症状として現れる①黄疸の色や，身体から排泄される②尿の黄色，③糞の濃赤

褐色はヘムの分解によって生成される物質に由来する．下線部①~③の色はそれ
ぞれ何という物質に由来するか物質の名称を答えなさい． 

 
問５．下線部(c)について，「糖原性アミノ酸」と「ケト原性アミノ酸」という用語

を用いて説明しなさい． 
 

問６．下線部(d)について，アミノ酸の代謝分解で生じる窒素を排泄するためにマグ
ロ，ニワトリ，ヒトはそれぞれ何という物質として放出するかそれぞれ名称を答

えなさい．また，それぞれの物質１分子に含まれる窒素原子の数を答えなさい． 
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問題 III．ヘモグロビンに関する下の文を読み，問１～問５に答えなさい． 

 
分子内のヘム鉄に酸素分子が結合しているヘモグロビンをオキシヘモグロビン，結

合していないヘモグロビンをデオキシヘモグロビンという．ヘモグロビンの X 線結
晶構造解析に成功し，ノーベル化学賞を受賞した Max Peruzt は，オキシヘモグロビ

ンのコンフォメーションを R状態（Rは relaxedの意），デオキシヘモグロビンのコン
フォメーションを T状態（Tは tenseの意）と，それぞれ名づけた． 図１は，成人の

ヒト・デオキシヘモグロビンと 2,3-ビスホスホグリセリン酸（以下 BPG）の複合体の
結晶構造をもとに作成した分子模式図，図２は，異なる BPG 濃度条件下で測定した

ヘモグロビンの酸素飽和曲線である．  
 

	 	  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

図１ ヒト・デオキシヘモグロビンと 

BPG の複合体の分子模式図 
左は全体構造，右は BPG近傍を拡大した 

もので，点線は BPGとの結合の安定化に大きく寄与する相互作用を示す． 
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問１．ヘモグロビン１分子は，いくつのサブユニットから構成されているか答えな

さい． 
 

問２．ヘモグロビン１分子あたり，最大いくつの酸素分子（O2）がヘム鉄に結合で

きるか答えなさい． 

 
問３．BPGはオキシヘモグロビンとの結合は弱いが，デオキシヘモグロビンとは強

く結合して T状態のコンフォメーションを安定化するため，ヘモグロビンの酸素
に対する親和性を下げる作用がある．図２において，BPG濃度がより低い条件下

で測定された酸素飽和曲線は（ア），（イ）のいずれか．記号で答えなさい． 
 

問４．平地での肺動脈血, 標高 4000 mでの肺動脈血, 末端組織の静脈血, それぞれ
の酸素分圧はおよそ 100, 70, 30 mmHgである．問（１）～（４）に答えなさい． 

 
（１）図２の曲線（ア），（イ）において, 酸素分圧が 70 mmHgの時と 30 mmHgの

時の酸素飽和率の差は何％か．（ア），（イ）それぞれについて答えなさい． 
 

（２）標高 4000 mにおいて，末端組織により多くのO2を供給できるのは（ア），（イ）

のいずれか．記号で答えなさい． 

 
（３）酸素分圧が低い高所において，哺乳類は血中の BPG濃度を変えることで低

酸素環境に適応する．血中の BPG濃度をどのように変えて適応するのか，以下
の（Ａ），（Ｂ）から選び，記号で答えなさい． 

 
（Ａ）血中の BPG濃度を上げる   （Ｂ）血中の BPG濃度を下げる 

 
（４）血中の BPG濃度が，（３）で解答したように変化すると，なぜ低酸素環境に

適応できるようになるのか説明しなさい． 
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問５．胎児のヘモグロビンは，図１に示した His（ヒスチジン）がセリンに置き換

わっている．問（１）～（３）に答えなさい． 
 

（１）BPGに対する親和性について，正しいことを述べているものを以下の（Ａ）
～（Ｃ）から選び，記号で答えなさい． 

 
（Ａ）BPGに対する親和性は，胎児のヘモグロビンの方が母体のそれよりも 

高い． 
（Ｂ）BPGに対する親和性は，胎児のヘモグロビンの方が母体のそれよりも 

低い． 
（Ｃ）BPGに対する親和性は，胎児のヘモグロビンと母体のそれとの間に有 

意な差はない． 
 

（２）血中の BPG濃度について，正しいことを述べているものを以下の（Ａ）
～（Ｃ）から選び，記号で答えなさい． 

 
（Ａ）胎児の血中 BPG濃度の方が，母体のそれよりも高い． 

（Ｂ）胎児の血中 BPG濃度の方が，母体のそれよりも低い． 
（Ｃ）胎児の血中 BPG濃度と母体のそれとの間に有意な差はない． 

 
（３）胎児のヘモグロビンにおいて，図１に示した His（ヒスチジン）がセリン

に置き換わっていることは，母体から胎児への酸素供給を助けている．そ

のしくみを，（１）と（２）で解答した事柄をふまえて説明しなさい． 
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問題 IV．原核生物の遺伝子発現調節に関する下の文を読み，問１～問６に答えなさ

い． 
 

原核生物のゲノム DNAには，RNAポリメラーゼが結合する塩基配列である 
	 ア	 とよばれる領域，転写を調節するリプレッサータンパク質が結合する塩基配

列である	 イ	 とよばれる領域，およびタンパク質のアミノ酸配列情報をコードす

る複数の構造遺伝子から構成される遺伝子構造が存在する．この構造を	 ウ	 とい

う．(a)	 ウ	 から転写される単一の mRNA には，複数の構造遺伝子の配列が含ま
れている． 

大腸菌には，ラクトース代謝に関与する(b)３種類の構造遺伝子（lacZ，lacY，lacA）
を含む	 ウ	 が存在する．これら構造遺伝子の転写は，ラクトースとグルコースの

濃度に依存して調節されている．生育環境中にグルコースが豊富にある場合には，

調節遺伝子	 エ	 から産生されるリプレッサータンパク質が	 イ	 に結合し，

RNA ポリメラーゼによる転写を阻害する．一方，グルコースがなく，ラクトース
が豊富にある場合には，リプレッサータンパク質の構造変化が引き起こされ，リプ

レッサータンパク質の	 イ	 への結合が阻害される．また，(c)複合体 A が形成さ
れ，これにより RNAポリメラーゼの	 ア	 への結合が促進される．その結果，RNA

ポリメラーゼにより３種類の構造遺伝子が転写される．このような原核生物の遺伝

子発現調節の基本概念は，(d)1961 年に２名のフランス人研究者によって提唱され

た． 
 

問１．文章中の 	 ア	  ～ 	 エ	 に入る最も適当な語を，それぞれ答えなさい． 
 

問２．下線部(a)について，複数の構造遺伝子の配列を含む mRNA の名称を答えな
さい． 

 
問３． 下線部(b)の３種類の構造遺伝子について，それぞれがコードするタンパク

質の名称とその機能を答えなさい． 
  

問４．下線部(c)は，カタボライト活性化タンパク質（CAP）と菌体内に存在するあ
る物質で形成されている．ある物質の名称を答えなさい．  

 
問５．下線部(d)について，研究者２名の人名を答えなさい．  
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問６．近年の研究では，この大腸菌の遺伝子発現調節機構を利用し，組換えタンパ

ク質を大腸菌で発現させる技術がよく用いられている．この場合，組換えタン

パク質の発現量を高めるために，発現誘導物質としてラクトースではなくラク

トース代謝産物の構造類似体であるイソプロピル－b－D－チオガラクトピラ

ノシド（IPTG）が用いられている．IPTG を用いる利点を５０字以内で答えな

さい． 
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問題 V．遺伝子工学に関する（Ａ）と（Ｂ）の文章を読み，問１〜問８に答えなさい． 

 
（Ａ）大腸菌のあるプラスミドは制限酵素 AccI，EcoRI，PstIでそれぞれ切断され

る．これらの酵素でこのプラスミドを切断し，切断片の数と長さを調べた．そ

の結果が次の表である．この結果をもとに問１〜問６に答えなさい． 

 
表	 	 制限酵素消化で生じた断片長 

使用した制限酵素 生じた断片長* [bp] 
AccI 1593, 2768 
EcoRI 4361 
PstI 4361 

AccIと EcoRI 653, 1593, 2115 
AccIと PstI 1363, 1405, 1593 
EcoRIと PstI 752, 3609 

	 	 	 	 *認識配列の中央で切断されたとしたときの長さ 

 
問１．このプラスミドの中に AccI，EcoRI，PstIの認識配列はそれぞれ何箇所あるか，

３つの酵素それぞれについて答えなさい． 
 

問２．このプラスミドの全長は何 bpか答えなさい． 
 

問３．EcoRI の認識配列は，AccI による切断で生じる２つの断片のうち，長い断片
あるいは短い断片の，どちらの中にあるか答えなさい． 

 
問４．PstIの認識配列は，AccIによる切断で生じる２つの断片のうち，長い断片あ

るいは短い断片の，どちらの中にあるか答えなさい． 
 

問５．EcoRIの認識配列と PstIの認識配列は何 bp離れているか，すなわち認識配列
の中央部同士はどれだけ離れているか，短い方の距離で答えなさい． 

 
問６．次ページの図を解答用紙に写し，そこに AccIと PstIの認識配列の位置を記し

なさい．ただし PstIの認識配列が左半円上に位置する向きで描きなさい．さらに
３酵素の，隣り合う認識配列間の距離全てを各々追記して，このプラスミドの制

限酵素地図を完成させなさい． 
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（Ｂ）遺伝子の転写では，mRNA あるいは mRNA 前駆体は RNA ポリメラーゼに
より合成される．DNA 鎖のうち，RNA ポリメラーゼが結合する方を	 ア	 ，

もう片方を	 イ	 と呼ぶ．RNA ポリメラーゼによって合成される転写産物の
塩基配列は	 ウ	 のそれと相補的であるから，転写産物の配列は	 エ	 のそれ

に等しい（ただしチミンはウラシルに置き換わっている）．よって	 オ	 こそ

が遺伝情報を保持しているといえ，コード鎖またはセンス鎖ともいう．それに

対して	 カ	 をアンチコード鎖やアンチセンス鎖という． 
 

問７．（Ｂ）の文章の空欄 	 ア	 〜	 カ	 にそれぞれ「鋳型鎖」か「非鋳型鎖」の
どちらか適当な語を入れなさい． 

 
問８．２つの遺伝子Ａ，Ｂが下の図のように位置しているとき，それぞれの遺伝子

について鋳型鎖はどちらか，図中の DNA鎖に付した記号（1），（2）で答えなさ
い．また，それぞれの遺伝子が転写されるときの RNA ポリメラーゼの進行方向

を，図中の矢印に付した記号（あ），（い）で答えなさい． 
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問題Ⅵ．テロメアに関わる下の（Ａ）〜（Ｃ）の文を読み，問１〜問７に答えなさい． 

 
（Ａ）真核生物の直鎖状染色体の末端部はテロメアとよばれ，特異的反復配列とそ

の(a)反復配列に結合するタンパク質複合体から構成されている．(b)DNA ポリ
メラーゼは染色体末端部を完全に複製することができないため，DNA 複製の

たびに新生 DNA 鎖の 5＇末端は相補 DNA 鎖と比較して短くなる．さらに，
新生 DNA 鎖と相補 DNA 鎖の双方の 5＇末端がヌクレアーゼによって削られ

るため，(c)それぞれの 3＇末端が一本鎖として突出した形になる． 
 

（Ｂ）テロメアは，染色体末端を保護する機能を持ち，染色体の安定化に重要な役

割を果たしている．(d)テロメアが染色体末端の保護機能を失った場合には，２

本の染色体間でテロメアどうしが融合した染色体が形成されることがある．ヒ

ト線維芽細胞を培養した場合，テロメアは細胞分裂毎に短縮し，(e)やがて限界

まで短縮すると細胞分裂が停止する．この不可逆的な分裂停止は，	 ア	 とよ

ばれる． 

 
（Ｃ）1984年，E. Blackburnと C. Greiderは，染色体末端が DNA複製のたびに短縮

するのを防ぐ働きをする酵素である	 イ	 を発見した．	 イ	 は，	 ウ	 を鋳

型に DNAを合成する	 エ	 酵素のひとつである． 

 
問１．文章中の	 ア	 〜	 エ	 に入る最も適当な語を，それぞれ答えなさい． 

 
問２．下線部(a)のタンパク質複合体は，何とよばれるか答えなさい．  

 
問３．下線部(b)について，DNAポリメラーゼはなぜ染色体末端部を完全に複製す

ることができないのか説明しなさい． 
 

問４．下線部(c)について，テロメアの 3＇末端における一本鎖突出は，テロメアに
よる染色体末端の保護に必要な構造である．その理由を説明しなさい． 

   
問５．下線部(d)について，テロメアどうしの融合の結果，２本の染色体間で形成

される二動原体染色体の分裂中期像を図に描きなさい． 
 

問６．二動原体染色体は，染色体架橋形成により細胞分裂障害を起こす染色体異

常のひとつである．分裂後期に二動原体染色体によって染色体架橋が形成され
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た状態を図に描きなさい． 

 
問７．下線部(e)について，細胞分裂が停止するのは DNA損傷応答が活性化するか

らである．テロメア短縮がなぜ DNA損傷応答を活性化するのか説明しなさい．  
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問題 VII．以下の（Ａ）～（Ｃ）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） 

    
 

 

 
  

CH3

O

O

KOH, H2O
Δ

O +
触媒量のH+

CH3CH2NH2

O

O

OCH2CH3
1. CH3MgBr

2. H3O+
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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）～（４）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）振動の自由度が含まれる温度では，水素分子 H2 の定積モル比熱 Cv 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トロピーは増加する． 

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

DS = - 65 J K-1mol-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，エントロピーは減少する． 
 

問２．活性化エネルギーと反応速度に関して，（１）～（２）に答えなさい． 
 

	 （１）アレニウスの式を示し，説明しなさい． 
 

（２）多くの生体反応は温度が 10 °C上昇するごとに速度が 2倍になる．そのよ
うな反応が 27 °Cと 37 °Cで起こっているとき，活性化エネルギーを計算し

なさい． 
 

問３．アスパラギン酸の側鎖の酸解離定数 pKaは 3.9である．溶液の pHが 3.9，5.9
のときのアスパラギン酸側鎖の非解離型の割合をそれぞれ計算しなさい．  

  
問４．定圧下（2.0×105 Pa）で，- 73 °Cの窒素 2.5 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（DU），加えた
熱量（Q）及びエントロピー変化（DS）を計算しなさい．  
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問題 IX. 生物の生活史に関する下の文を読み，問１〜問４に答えなさい．  

 
図１ 動物種で見られた齢別産卵数とその後の生存率，および残存繁殖価との関係 

	

	 図１は，ある動物種で見られた齢別産卵数とその後の生存率，および残存繁殖価

との関係を示している．この関係は生物の生活史における（ア）の存在を意味して

いる．将来生まれる個体の祖先としての，x齢のメス１個体の価値を vx（繁殖価）

とすると，(a)齢別産卵数mxが現時点での繁殖投資量ならば，vxとmxおよび vx*
（残存繁殖価）との関係は，（A）の式で示される．(b)自然選択は vxを（イ）にす

る方向に進化を起こす．この動物の mxに対して vx*の曲線が上に凸のため，（A）
式との関係から，この動物の生涯における繁殖回数は（B）と考えられる． 

	

問１．上の文の（ア）と（イ）に入る最も適当な語を答えなさい．		

	

問２．上の文の（A）に入る式を答えなさい．		

	 	

問３．下線部(a)のmxは，ある分析法によって得られるパラメーターである．その

分析法の名称と，その際に得られるmx以外のパラメーターを２つあげて，それ

ぞれについて簡潔に説明しなさい． 
 

問４．下線部(b)について，問（１）と（２）に答えなさい． 
 

（１）（B）に入るのは，１回か，複数回かを答えなさい．また，そう答えた理由

について詳しく説明しなさい．必要であれば，図を書いて説明してもよい． 
 

（２）１回繁殖および複数回繁殖の生物（群）名をそれぞれ２つずつ答えなさい． 
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問題 X．生物種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． 

 
	 生物の個体群が存続するためには，生息地における	 ア	 や	 イ	 の条件がある

一定の範囲に保たれている必要がある．このような条件の範囲を	 ウ	 （生態的地

位）という．他種と相互作用がない場合の	 ウ	 を	 エ	 というが，(a)同所的に

生息する他種との間で	 エ	 が重複している場合，	 ア	 をめぐる	 オ	 が生じる

ため，種が単独で生息している場合と較べて	 ウ	 が異なっていることが多い．こ

のような場合に観察される	 ウ	 を	 カ	 という． 
 

問１．上の文の	 ア	 〜	 カ	 に入る最も適切な語を，それぞれ答えなさい． 
 

問２．	 オ	 以外の種間相互作用の種類を２個答えなさい． 
 

問３．下線部(a)に関して，２種が同所的に生息している場合の両種の	 ウ	 の間の
関係はどうなっていると予想されるか，説明しなさい．また，その現象は何とよ

ばれるか，適切な語を答えなさい． 
 

問４．ある２種(1, 2)の個体数 n1, n2の時間変化が以下のような微分方程式で表され

るとする（r1, r2, a1, a2, K1, K2は正定数）．以下の問（１）〜（３）に答えなさい． 

   $%&
$'

= 𝑟*𝑛* 1 − %&./&%0
1&

 

   $%0
$'

= 𝑟#𝑛# 1 − %0./0%&
10

 

 
（１）種 2がいない場合（n2 = 0）における n1の平衡点をすべて書きなさい． 
 

（２）２種が共存する平衡点（共存平衡点）が存在する条件を書きなさい． 
 

（３）（２）の条件が成り立っているとき，共存平衡点の安定性を，(n1, n2) 平面

を描いて説明しなさい． 
 

 
 




