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問題は全 で１４題あります。

４題を選択して 答用紙に 答しなさい。

１題につき１枚の 答用紙を使用すること。

答用紙の所定の欄に問題番号、氏名、受験番号を忘れず記入しなさい。

配点は各問１００点、 ４００点です。



問１）生体分子の構造と機能に関する以下の問に答えよ。

（１）芳香族アミノ酸を２つ挙げ、その名前と化学構造を記せ。

（２）ヘモグロビンとミオグロビンの相違点と 似点について、局在する組織

（あるいは細胞）、構造、機能の面から簡潔に述べよ。

問２）物 代 に関する以下の問に答えよ。

（１）グリコーゲンの分 と合成は、ホルモン刺激により引き こされる細胞

内のリン酸化反応のカスケードにより調節されている。その調節機構を

図示して簡潔に述べよ。

（２） 糖系の代 調節においては、フルクトース 6-リン酸からフルクトース
1,6-ビスリン酸に変換される段階が重要である。このプロセスにおける
代 調節機構について、（ァ）フルクトース 2,6-ビスリン酸、（イ）ATP、
（ウ）クエン酸、という 葉を用いて説明せよ。

（３）ペントースリン酸回路の生理的意義を簡潔に述べよ。

問３）肝臓のミトコンドリアから分子量２万、等 点 7.0 のタンパク X を精
製し、その純度検定を行いたい。この実験に関する以下の問に答えよ。

（１）タンパク X を精製するために、まず粗ミトコンドリア画分を調製した
い。その方法を簡潔に記せ。

（２）タンパク X を分子量の差を利用した方法により精製したい。どのよう
な実験方法があるか。原理を含めて簡潔に説明せよ。

（３）精製されたタンパク の純度を検定する方法を２つ述べよ。

問題 １（生物学）



  レーダーバーグ（Lederberg, J.)は分子生物学の勃興期である 1950 年代に大活 した

米国の科学者である。細菌同士の 伝子伝達機構である接合と形 導入現象を発見し、そ
の功績でノーベル を１９６４年に獲得した。その接合実験を紹介しよう（下図）．

彼は，大腸菌の栄養要求性株を用い，大腸菌同士で接合が こるかどうかを調べた

(Lederberg と Tatum) ．まず２種 の大腸菌 A株と B 株とを準備した．A は生育に 2 種
の物 を要求し，B は別の２種 を要求した．下図のように，それぞれの株を別々に培養

し，最少寒天培地プレートに 2 x 108 個を接種しても、そのどちらも生育してこない．と
ころがその両菌を 1 x 108 個づつ混合してやると，最少寒天培地プレートに生育するコロ

ニーが出現した．このコロニーの子孫は栄養要求性ではなくなった．

１）A 株には Met と Bio の，B 株は Thr と Leu の２種 の栄養要求性を持つ株を使った．
１種 ではなく，２種 の要求性を用いた理由は何か？

２）最少寒天培地プレートに生育するコロニーは，接合によって生じたものであるという

説明の他に，混合した結果，細胞が死んで放出される DNA を取り込んだ結果，形 転換が
生じたものであるという説明も成り立つ．後者を否定する実験を考え，説明せよ．

３）接合によって大腸菌の重要な染色体構造が判明した。しかもこの構造はほとんどの原

核生物の染色体構造に共通であった。どのような構造かを述べよ。また真核生物
の染色体構造の一 も同様な構造をとるものがある。それはなにか２つ答えよ。原核生物

の中の例外生物は何か。細菌名をのべよ。

４）接合には特殊な分子機構が必要である。それにはある因子が関与している。この因子
の特徴とこれが接合に果たす役割について知るところを記せ。

問題 ２（生物学）



 以下は仮想の神経疾患の研究に関する記述である。文章を読み、各問に答えよ。

 ある神経変性疾患では、特定のタンパク （タンパク A）が中枢神経細胞内に徐々に蓄
積し、 常に大量のタンパク A が蓄積した細胞では い頻度で細胞死が こっているこ
とが知られていた。しかし、タンパク A の蓄積と細胞死の因果関係及びタンパク A の
蓄積の分子機構は不明であった。そこで、これらの 明を目的として、以下の研究を行った。

 まず、この神経変性疾患患者の神経細胞及び正常な人の
神経細胞から、細胞抽出液を調製しタンパク Aの 析を

行った。
 実験：それぞれの抽出液から、等量のタンパク を SDS-
ポリアクリルアミドゲル 気泳動(SDS-PAGE)によって分
離し、抗タンパク A抗体を用いてウエスタンブロッティ
ング法でタンパク A を検出した。タンパク A のアミ
ノ酸残基の数から推定される分子量は、a で示した位置に
相当する。

問１）一般に特定のタンパク が蓄積する分子機構にはい
くつかの異なる機構が考えられる。その中で大きく

異なる機構を 3つ挙げよ。
問２）正常な人の細胞で見られる SDS-PAGE 上で移動度

の いバンド b は、タンパク A に何が こった
ものであるか、考えられる可能性を挙げよ。

　次に、タンパク A の 伝子を 析した結果、神経変性疾患患者の一 は特定のアミノ

酸残基が置換される変異があることがわかった。さらに、この置換変異を正常なタンパク
A 伝子に導入し、正常な神経細胞で発現させると SDS-PAGE 上でのバンド b の消失及び
タンパク の蓄積が こることが明らかになった。従って、この置換変異がタンパク A
の蓄積の原因であると考えられる。しかし，残りの患者には、タンパク A 伝子の変異

は見つからなかった。

問３）すべての神経変性疾患の患者の細胞において、タンパク A は上の実験で示したよ
うな量の増加及び SDS-PAGE 上で b のバンドの消失という特徴を示す。残りの患者
は他の 伝子に変異があると仮定した場合、その変異のある 伝子産物の役割はどの
ようなものであると考えられるか述べよ。問 2 で答えた「何が こった」かの可能性

と関連させて、具体的に記述せよ。

問４）マウスをモデル動物とした実験の結果、タンパク A の蓄積が細胞死を誘導するこ
とが証明されたとする。以上の結果をふまえて、この神経変性疾患発症の分子機構の

概要を述べよ。その際、問 2 で答えた「何が こった」かの可能性と関連させて、具
体的に記述せよ。

問題 ３（生物学）



以下の文章を読み、各問に答えよ。

　膜を隔てたイオンの 気化学ポテンシャル差についてプロトンを例にみてみる。V（ボルト）で
表したプロトンの 気化学ポテンシャル差（DP）は次式で与えられる。

† 

DP = DY + 2.3RT
F

log
H +[ ]in

H+[ ]out
ここでDYは膜 位（V）、Rは気体定数（1.98 cal mol-1 K-1）、Tは絶対温度（K）、[H+]inは膜内のプ

ロトン濃度、[H+]outは膜外のプロトン濃度、Fはファラデー定数（

† 

2.3 ¥104  cal V-1 mol-1）

　細菌のべん毛モーターはプロトンの 気化学ポテンシャル差を駆動力としているらしい。以下は

この仮説を検証した実験である。

　運動性の球菌 Streptococcusを用いた。この細菌はグルコースのような酸化に使う基 の存在下で

は、ミトコンドリアで見られるような 子伝達系が駆動し、泳ぐことができる。しかし、グルコー

スがないと泳げない。プロトン濃度勾配や膜 位に影 を与える一連のイオノフォアを用いて、い

くつかの観察を行った。

Ａ．グルコース存在下で泳いでいる細菌に、プロトン・イオノフォアである FCCPを加えると遊泳
を停止した。

Ｂ．グルコースを含むカリウム・リン酸緩衝液中で泳いでいる細菌に、K+イオノフォアであるバリ

ノマイシンを加えても何の影 もみられなかった。

Ｃ．グルコースを含まないカリウム・リン酸緩衝液中で泳いでいない細菌に、バリノマイシンを加

えてもそのまま泳がなかった。

Ｄ．グルコースを含まないナトリウム・リン酸緩衝液中で泳いでいない細菌に、バリノマイシンを

加えると短時間だけ泳いだあと停止した。

　これらの観察結果は、細菌のべん毛モーターがプロトンの 気化学ポテンシャル差を駆動力とす

ることを示唆する。

問

１． ミトコンドリアではどのようにプロトンの 気化学ポテンシャル差が形成され、主とし

てどのように利用されるか。その分子機構を説明せよ。

２． この細菌の膜 位が -110 mVで、細胞内 pHが 7.5、細胞外 pHが 6.5であったとき、プ
ロトンの 気化学ポテンシャル差を 算せよ。ただし、温度は 27 °Cとする。

３． これらの観察結果は、べん毛の回転運動がプロトンの流れによって駆動されるという考

えとなぜ一致するか、Ａ~Ｄそれぞれについて説明せよ。（ただし、この細菌で細胞内の K+濃

度は用いたカリウム・リン酸緩衝液中の K+濃度よりも低い。）

４． 別の研究からべん毛モーターの駆動には、プロトンの 気化学ポテンシャル差が少なく

とも -100 mV必要であると報告されている。グルコースのような酸化に使う基 のない条件下

に、塩酸を用いて細胞外 pHを低下させる実験を行う。このとき、細胞外 pHをどこまで低下
させると泳ぎ始めると考えられるか。ただし、細胞内 pHは 7.5、温度は 27 °Cとする。

５． 野生株の細菌は酸素の有無にかかわらず泳ぐことができる。しかし、プロトン流駆動型

の ATP合成 素を欠く変異株は、酸素の存在下でしか泳げない。酸素を欠き 子の流れもない

条件下で、野生株の細菌が泳げる理由を説明せよ。また、ATP合成 素を欠いた変異株が泳げ

なくなることについても説明せよ。

問題 ４（生物学）



　RNA の中には，それ自身で，あるいは RNA-タンパク質複合体（RNP）とし
て機能する「機能 RNA」がある。たとえば，ある RNP は，RNA中のアデノシ
ンの 2'-OH のメチル化反応を触媒する。
　生物種間で広く保存されている機能 RNAである RNA X（図 1）は，47 番目
のアデノシンがメチル化される。生物種間で保存されている RNA X の 47 番付
近の塩基配列（図 1）に相補的な配列をサーチしたところ，データベースに登
録されていた別の RNA Y（マウスと線虫の塩基配列を図 2 に示す）がそのよ
うな配列を持っており，このメチル化に関わる可能性が考えられた。
　4 種の合成オリゴヌクレオチド a～d（図 3）のいずれかと RNase H（DNA-
RNA ハイブリッド分子中の RNA 鎖を選択的に分解する RNase）をアフリカツ
メガエル卵母細胞の核抽出液に加え，インキュベートした。続いて放射性同位
元素で標識したアフリカツメガエルの RNA X を加えてさらにインキュベート
し，RNA X の 47 番目のアデノシンの 2'-O-メチル化が起るかどうかを調べた。
結果を表 1に示す。

　　　　　　5'- -36ACGAUACAGAGAAGAUUAG55C- -3'

　　　　　　                       ↑2'-O-メチル化されるA

図 1　RNA X の保存された36～55番の塩基配列。47番のAが 2'-O-メチル化される

　マウス　5'-UGACCUGGUAUUGCCAUUUUGGCUCUGACCAGGCCCUUAAUCUUCUCUCUGA-3'
　線虫　　5'-CGUCAUCACUGACAAUUAAGUCGGAGAUCGGAGCGCCUAAUCUUCUCUCUGA-3'

図２　マウスと線虫のRNA Yの塩基配列

　
　　  オリゴヌクレオチド　a　   　5'-GCCAAAATGGCAATACCAGG-3'
　　　オリゴヌクレオチド　b　　  5'-CTTAATTGTCAGTGATGACG-3'
　　　オリゴヌクレオチド　c　　  5'-TCAGAGAGAAGATTAAGG-3'
　　　オリゴヌクレオチド　d　　  5'-TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT-3'

図3　用いた合成オリゴヌクレオチドの塩基配列

問題 ５（生物学）



オリゴヌクレオチド -2　-　2a　2a　2b　2b　2c　2c　2d　2d

RNase H -　2+　2-　2+　2-　2+　2-　2+　2-　2+

2'-Oメチル化 +2　+　2+　2-　2+　2+　2-　2-　2+　2+

表1　各種条件下での標識RNA X の 2'-O-メチル化
オリゴヌクレオチドの欄は，加えたオリゴヌクレオチドの種類を示し，-は何も加えなかったこ
とを示す。RNase H の欄は，+は加えたことを示す。2'-O-メチル化の欄は，+はメチル化され
たことを示す。

問1 RNP について，(1)染色体の複製に関わるもの，(2)RNA のスプライシン
グに関わるもの，(3)分泌タンパク質の小胞体膜移行に関わるもの，を一
つずつあげ，各 RNP の具体的機能を説明せよ。

問2 この実験で，オリゴヌクレオチド a～d と RNase H をアフリカツメガエ
ル卵母細胞の核抽出液に加えることによって，何を期待したのか。また，
期待通りの効果が得られたことをチェックするには，どのような実験を
行えばよいか。

問3 オリゴヌクレオチド a とオリゴヌクレオチド b は，どのような目的で用
いられたのか。推測される目的を考え，結果を考察せよ。

オリゴヌクレオチド c の 2'-O-メチル化に対する効果は，オリゴヌクレオチド a
と異なっていた。この結果から RNA Y が RNA X の 2'-O-メチル化にどのよう
に関わると予想できるか，表 1 の結果に基づいて仮説を導け。そのうえで，こ
の仮説を証明するための実験を考えよ。



以下の文章を読み、各問に答えよ。

大腸菌の RNA polymerase (RNAP)を用いてタンパク の変性と再生および DnaK

の機能に関して以下の実験を行った。

実験１：精製した RNAP 溶液を 50℃で 10 分処理すると 素は失活する。熱処理
した 素溶液に最終濃度が 8M になるように尿素を加え、尿素を含まな

い緩衝液に対し 10 時間透析した。透析処理した RNAP の活性を測定する
と、元の 素の活性の 40 %であった。

実験２：RNAP（1 mg）の溶液を、50℃で熱処理したときの残存 素活性と熱処
理時間の関係を調べた。また、熱処理時に 10 mg の DnaK（熱ショック
タンパク の１つ）または BSA （牛 清アルブミン）を共存させた場合
の影 を 析した。これらの結果を図１にまとめた。

実験３： 50℃で 10 分処理した RNAP（1 mg）溶液に、ATP の存在下および 存
在下で DnaK または BSA を量を変えて添加し、30℃で 30 分インキュベー

トして 素活性を測定した。結果を図２にまとめた。
実験４：熱処理した RNAP（1 mg）の溶液に ATP の存在下および 存在下で 10 mg

の DnaK を添加し、30℃で 30 分インキュベートした。サンプルをゲルろ
過カラムクロマトグラフィーにかけ、各フラクション中の RNAP を SDS-

PAGE により定量したところ図３に示す結果を得た。

問１）RNAP の活性測定に使用される必 の成分を２つ上げ、それぞれの役割を
述べよ。

問２）実験 1において熱処理したとき、8M 尿素を加えたとき、および透析後の
素の状態（構造）について、熱処理前と比 して論じよ。

問３）尿素処理した 素溶液の透析により 素活性が回復するという実験は、
タンパク の性 についての重要な概念を生んだ。その概念とはなにか。

また、この種の実験を最初に行った研究者は誰か。
問４）実験２-4 の結果の要点を述べ、主な結論を簡潔に述べよ。

問５）熱ショックタンパク の機能を表す一般名とこれらのタンパク の ス
トレス下での生理機能について述べよ。
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問題 ６（生物学）



シロイヌナズナにはスーパーマンと呼ばれている 伝子座（SUPERMAN: 省略形

は SUP）があり、その機能欠損変異体ではおしべの数が増えるが、稔性は低下し

ない。これまでに似たような表現型を示す複数の変異体が得られており、すべて SUP

の対立 伝子であることがわかっている。これらの変異の構造的特徴を調べるため

に、SUP タンパク のコード領域とその上流・下流領域 40 キロ塩基対の塩基配列

を決定した。その結果、大 分の変異体では、コード領域またはその 傍に塩基配

列上の変化が認められた。しかし、少数ではあるが、塩基配列を決定した全領域に

渡って、塩基配列上の変化が見られない対立 伝子があった。便宜上、これらを SUP

と区別するためにクラーク・ケント（CLARK KENT: 省略形は CLK）と命名した。

上記の実験に関して、以下の問に答えよ。

問 1.  アンダーラインをしたような構造変化を表す分子 伝学的な名称を 4 つ以

上述べよ。

問 2.　clk 変異が SUPの対立 伝子であることを証明するために、clk +/ + sup ト

ランスヘテロ接合体を用いた交配実験を行った。その結果、clk は対立 伝子

であることがわかった。このトランスヘテロ接合体を用いて、どのような実

験を行い、どのような結果になったかについて、要点を述べよ。ただし、

伝子型については、適当な方法で調べることができるものとする。（約 200

字）

問 3.　clk 対立 伝子には塩基配列上の変化は見られなかったが、明らかに CLK

(SUP) 伝子の機能に異常があると考えられる。しかし、clk 変異シロイヌナ

ズナのゲノムから、clk 伝子領域を含む 7 キロ塩基対の DNA 断片をクロー

ニングし、clk 変異シロイヌナズナと sup 変異シロイヌナズナへ導入したとこ

ろ、両者の表現型は完全に野生型に回復した。clk 変異としてどのような分

子レベルの異常が考えられるか述べよ。また、それを調べる簡便な方法につ

いて述べよ。（約 100字）

問 4.　問 3 のように 伝子機能が変化する仕組みは、正常な個体発生や生体機能

の維持においても働いていることが知られている。例を一つあげ、簡単に説

明せよ（約 100字）。

問題 ７（生物学）



以下の文章を読み、各問に答えよ。

ある緑色双子葉植物を用いて以下の実験を行った。野生型植物とそれに由来する２種 の突

然変異体 Aおよび Bを用意した。両突然変異体はそれぞれ異なる光受容体を欠損している。
これら３株の種子を発芽させた直後に、暗所、擬似太 光、光条件１，光条件２、光条件３

の下に移し、５日間生育させた後に、芽生えの胚 （根と子葉の間の茎状器官）の さを測

定した。その結果を表１に示す。また、擬似太 光、光条件１，光条件２、光条件３として

照射した光のスペクトルを図１に示す。ただし、照射光以外の外 環境（温度や栄養分など）

はどの栽培条件も同じものとする。

次に、野生型植物、突然変異体 A および B に１２時間の明条件（擬似太 光）と１２時間

の暗条件を繰り し与えた後、連続明条件下に移し、子葉の上下運動（就眠運動）に見られ

るリズムの周期を測定した。連続明条件として、光条件１と３，さらに、それぞれについて

波 特性を変えずに光量を１％まで落とした薄明条件を用いた。その結果を表２に示す。

問１） 暗所で育った芽生えは（　イ　）と呼ばれ、緑化せず、胚 が徒 し、子葉が開か

ないなどの特徴を示す。また、光照射下では光形態形成と呼ばれる発生様式を示し、

（　ロ　）から葉緑体への分化による緑化、茎の伸 抑制、葉の展開などが こる。

光条件１，２，３はそれぞれ（　ハ　）色、（　ニ　）色、（　ホ　）色の単色光照

射と考えることができる。括弧内を埋めよ。

問２） 突然変異体 A および B において、それぞれどのような光受容体分子種が欠損してい
ると考えられるか。表１から推測し、その分子種名を理由とともに述べよ。

問３） 表２の結果から、野生型植物では光条件３で子葉運動リズム周期が光強度依存的な

変化を示すことや、突然変異体 A では周期変化に関与する光受容体分子が欠損して
いると考えられることが分かる。一方、突然変異体 B で欠損している光受容体分子
の周期変化に対する役割は推測しがたい。その役割について(a)光受容にのみ機能す
る、(b)光信号伝達系とは無関係に機能する、の二通りを想定すると、どのような問
題点が生じるか。それぞれ理由とともに述べよ。

図１

表１：様々な光条件下での芽生えの胚 の さ

　　　胚 の さ(mm)
株の種 暗所 擬似太 光 光条件１ 光条件２ 光条件３

野生型植物 21 1.8 2.3 16 8.5
突然変異体 A 22 6.3 2.4 17 16
突然変異体 B 20 6.0 17 18 8.4
注）統 値には標準偏差がそれぞれの値の１０％程度ある。

表２：様々な連続明条件下での子葉運動リズムの周期

　　　　　周期（時間）

株の種 光条件１ 光条件１(薄明) 光条件３ 光条件３(薄明)
野生型植物 24.5 24.4 24.1 27.2
突然変異体 A 24.6 24.8 27.3 27.1
突然変異体 B 24.3 28.1 24.2 31.2
注）統 値には標準偏差がそれぞれの値の 5％程度ある。
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問題 ８（生物学）



ミトコンドリアDNAの分子進化に関する以下の各問に答えよ。

問１）ミトコンドリア DNA（mtDNA）にコードされる rRNA 伝子の塩基配列の 縁性

などを根拠に、ミトコンドリアの 原は好気性細菌の細胞内共生であったと考えられている。

後生動物ミトコンドリアの 伝情報発現系は以下の a)-h)の性 を持つ。これらの性 のう

ち、一般的に原核細胞生物（古細菌を除く）と共通しているが、真核細胞生物（オルガネラ

を除く）には該当しないと考えられるものを選び、その記号を記せ。

a) 環状の染色体構造を持つ

b) DNA複製は RNAプライマーから開始する

c) イントロンを持たない

d) 複数の 伝子がポリシストロニック mRNA として転写され、それが各 伝子の前後で

切断を受けて polyA 付加した後に翻訳反応の鋳型となる

e) 各 mRNA の 5'末端には殆ど先導配列がなく、従ってシャイン・ダルガルノ配列などの保

存配列も見られない

f) リボソームは 55S という比 的小さなサイズを持ち、5S rRNAを持たない

g) ポリペプチド合成はホルミル化されたメチオニンから開始する

h) タンパク 合成は抗生物 クロラムフェニコールで 害されるが、シクロヘキシミドで

は 害されない

問２）mtDNA にコードされるシトクロム b 伝子の一 の領域を、ヒト、チンパンジー、

ゴリラ、オランウータンから配列決定したところ、図１の結果が得られた。ヒトとチンパン

ジーの塩基配列間において異なる塩基を持つサイトの数を、コドン１文字目、２文字目、３

文字目に分けてそれぞれ求めよ。また、ミトコンドリアの 伝暗号表（図２）に基づいてア

ミノ酸配列に翻訳した場合、ヒトとチンパンジー間で異なるアミノ酸を持つサイトの数を求

めよ。

問３）分子進化の中立説とは何か。中立説と対立する概念を挙げながら３００字程度で説明

しなさい。

問４）コドンの各文字の間で置換数に差があるという問２の結果について、その理由を分子

進化の中立説に立脚して３００字程度で説明せよ。

問５）図１よりももっと多くの塩基サイトを用いて比 したところ、４種の生物間において

表１のような分子進化 離（総サイト数に占める置換サイト数の割合）が求められた。分子

進化速度（単位時間あたりの塩基置換数）の一定性が厳密に成立する場合、表１のデータは

４種の生物間で最も 縁な生物がヒトとチンパンジーであり、最も初期に枝分かれした生物

がオランウータンであることを示唆する。また、オランウータンに直接繋がる系統の化石記

はおよそ１３００万年前までさかのぼれることが分かっている。これらの前提のもとにヒ

トとチンパンジーの分岐年代を求め、 算式とともに記せ。なお多重塩基置換に関わる分子

進化 離の補正は行わなくてよい。

問題 ９（生物学）



問６）ヒトとチンパンジーの形態を比 したときに見られる主な違いを２点挙げよ。そのよ

うな違いを生じさせた環境的要因として考えられることを仮定し、形態進化との論理的関係

を３００字程度で 推せよ。

ヒト GGG CGA GGC CTA TAT TAC GGA TCA TTT CTC TAC TTA GAA ACC TGA AAC

チンパンジー ..C ... ..T ... ... ... ..C ... ... ... ... C.. ... ... ... ...

ゴリラ ..A ..G ... ... ..C ... ..C ... ... ... C.. CA. ... ... ... ...

オランウータン ..C ... ... T.. ..C ..T ..C ... ..C AC. C.. ... ... ... ... ...

ヒト ATC GGC ATT ATC CTC CTG CTT GCA ACT ATA GCA ACA GCC TTC ATA GGC

チンパンジー ..T ... ... ... ... T.. ..C A.. ..C ... ... ... ... ..T ..G ...

ゴリラ ... ... ..C ... ... ..A ..C A.. ..C ... ... G.. ... ... ... ...

オランウータン ..T ..T ... ... ..A ... T.. AT. ..C ... AT. ... ... ... ... ...

図１　４種の動物におけるシトクロム b 伝子の一 領域の塩基配列（合 96 塩基

対。配列は上段から下段へつづく）。コドンの読み枠に従って、空白を３塩基ごとに

挿入してある。ヒト以外の生物の塩基配列におけるドット（.）は、ヒトの塩基と一

致することを示す。
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図２　脊椎動物ミトコンドリアの 伝暗号表 　　　　

表１　４種の動物における分子進化 離

コドン１文字目と２文字目におけるヒト（H）、
チンパンジー（C）、ゴリラ（G）、オランウー
タン（O）の間の分子進化 離（X 10ー２）を示
す。

H

C

G

O

H C G O

1.45

1.51

2.98

1.57

2.94 3.04



アフリカツメガエルを用いた中胚葉誘導および筋肉分化の研究から、中胚葉から筋

肉が分化する過程にはある種の組織間相互作用が存在することが明らかになった。

以下の実験結果に基づいた 問に 答しなさい。

実験１）左図に示すように、アニマルキャップ

（予定外胚葉領域）細胞を単細胞へと 離後、

さまざまな大きさの再集合塊を作り内胚葉で挟

み込んだ。このようにするとアニマルキャップ

は中胚葉へと誘導されることがわかっている。

この系では、２００個以下の細胞からなる再集

合塊を用いた場合には筋肉分化はほとんど き

ないが、それ以上の細胞数からなる再集合塊で

は効率よく筋肉分化が きていた。

実験２）胞胚期の帯域（予定中胚葉領域）を分

離した後、単細胞に 離して人工培地中で低密

度で培養した。この培養条件下では筋肉細胞へ

の分化は観察できなかったが、拡散性の分泌性

シグナル因子 A、B あるいは C を添加すると、
それぞれ一定量以上で濃度依存的な筋肉細胞分

化が引き こされた。正常発生過程では A の発
現は内胚葉及び帯域で、B は胞胚期から帯域で
のみ観察される。

実験３）分泌性シグナル因子 A 受容体の特異的
害剤を実験１の系に作用させると中胚葉誘導は きず、筋肉分化も観察されなか

った。一方 B 受容体の特異的 害剤を作用させた場合には中胚葉誘導は きたが、

筋肉分化は観察されなかった。

問１）脊椎動物の 格筋分化過程について 説しなさい。

問２）この実験に用いた系では筋肉分化がどのような機構で きているか、特に「実

験１」の結果を説明できるように、それぞれの実験結果の 釈を交えて考察

しなさい。

問３）問２）での考察をより確からしいものにするための、「実験１」の系を利用し

た 析法を考案し、理由、方法、得られる結果の 釈について 説しなさい。

問題 １０（生物学）



以下の文章を読み、各問に答えよ。

一様な密度をもった 量M, 半径 a, さ bの円柱がある（図１）。

問１)　この円柱の中心 に対する慣性モーメントを求めよ。 （ 算過程を書

くこと）

問２)　この円柱を仰 q (q ＜90°) の坂の上に 置させた後、坂面に沿っての

運動の様子を考えてみる（図２）。

（１） 坂面が荒く、円柱が滑らずに転がる場合の坂面に対する円柱の速度
vを求めよ。

（２） 坂面との摩擦が全くない場合の、坂面に対する円柱の速度と(a)の場
合の速度の比を求めよ。

（３） 円柱が坂面を滑りながら転がる場合、坂面と円柱との動摩擦係数(m’)
を坂面に対する円柱の速度(v)と 速度(w)より求めよ。

　　　　　　図 １　　　　　　　　　　　　　　　　図 2
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問題 １１（物理学）



以下の文章を読み、各問に答えよ。

細胞 は一種の粘性流体である。いま、粘性流体が ｘ に平行に流れ、その流
速 ｖがｙ方向に変化しているものとする（図１）。
ｘ に平行な面には単位面積あたり
　　　　　　　　

の力（接線応力）が作用する。ηは粘性率である。また、細胞 の粘性率を測定
するために図２のような装置を作った。半径 a の薄い２枚の円板を、小さい間隔
d を隔て て水平に向かい合わせて、その間を粘性率ηの細胞 で満たした。

問１）粘性率の物理的意味を述べ、その次元を求めよ。　

問２）粘性率の単位は、伝統的にcgs 単位であるpoise （ポアズ）が用いら
れることが多い（例えば水の粘性率は約 １センチポアズ）。そこで、 poise
を MKS 単位で表せ。　

問３）図２において、上の円板の中心を細い針金でつるし、下の円板を中心
のまわりに 速度ωで回転させた時に、細胞 の粘性率をηとすると、上の
円板にかかるモーメントはいくらになるか求めよ。　

問４）この時、つるした針金のねじれ剛性率をＣとする。上の円板が θだ
けねじれたとすると、細胞 の粘性率ηはいくらになるか。

x

y

v (y)

!" !#

t ＝ h d v
d y

問題 １２（物理学）



以下の文章を読み、各問に答えよ。

浮遊ワイヤーホドスコープは外磁場がイオンビームに及ぼす効果のシミュレー

ションを可視化するための装置である。以下は本装置の概要に基づいた問題で

ある。

問1） 強さ B の垂直磁場中を 量 m、 荷 Q の粒子が速度 v で運動している。

その粒子の曲線軌 の半径 Rtを求めよ。

問２）上図のように 流 I が流れている 線に、ある一定の張力 T をかけ、強

さ B の磁場(紙面に垂直で奥から手前方向)を与えたとき、 線の描く曲

線の半径 Rwを求めなさい。ただし、 線の 量は無視できるものとする。

問３） この 線の形状が荷 粒子の軌 であるとしたときの「 線中の 流

I・張力 T」と「荷 粒子の 量 m、速度 v、 荷 Q」の間に成立してい

る関係を示しなさい。

問題 １３（物理学）



以下の文章を読み、各問に答えよ。

問１）ポリマー（重合体）が歩幅 b の 歩（ランダムウォーク）鎖である

としたとき、下図のような N歩の 歩後の末端間 離 Reeは

Â
=

=+++=
N

i
iNee rrrrR

1
21

rrLrrr

!で表される。この運動の平均二乗 離は 22 NbRee = であることを示しなさい。

問２）　問 1 のようにポリマーを 歩鎖として扱うとき、末端間 離が L
である場合について考える。

ポリマーの末端間 離が Lになる確率 p(L)は式(１)のように表される。

ÂGG=
L

NN LLLp )(/)()( (１)

ここでΓN(L) はポリマーの末端間 離が L であるときのポリマーの形状の数

を表す。Nが十分大きな値であるときの p(L) は式(２)のように表される。
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ここで、次の(a)~(d)の問に答えなさい。

(a)エントロピーの値を 算しなさい。

(b)自由エネルギーを 算しなさい。（各形状においての内 エネルギーは

一定であると仮定してよい。）

(c)ポリマー鎖の末端に微小な力をかけるとき、その力を末端間 離の関数

として求めなさい。

(d)小さな力で引っ張った時のポリマーのばね定数を求めなさい。

問題 １４（物理学）




