
	 

以下の問い[1]〜[93]に対する解答を、それぞれの問いの選択肢の中から１つ選び、そ
の番号を解答用紙の所定の欄にマークせよ。	 
	 
[1]	 次の文章の空欄に当てはまる数値の組み合わせとして、最も適当なものを選べ。	 
	 
高圧蒸気（オートクレーブ）滅菌法の標準的な条件は（	 ア	 ）℃、（	 イ	 ）気圧、（	 ウ	 ）
分である。但し、この条件で全ての微生物が死滅するとは限らない。	 
	 
1)	 ア	 110 イ	 2 ウ	 30 
2)	 ア	 120 イ	 2 ウ	 20 
3)	 ア	 150 イ	 2 ウ	 15 
4)	 ア	 180 イ	 1.5 ウ	 10 
5)	 ア	 210 イ	 1.5 ウ	 10 
 
 
[2]	 ハプロイド当たり 3×109塩基対のヒトゲノムDNAを制限酵素で完全消化するとき、
4 塩基認識酵素を用いた場合の DNA 断片数は、8 塩基認識酵素を用いた場合の何倍程
度と概算されるか。最も適当な数値を選べ。	 
1)	 8  
2)	 25 
3)	 32 
4)	 64 
5)	 250 
	 
	 
[3]	 天然化合物とその標的分子の組み合わせとして、誤っているものを選べ。	 
1)	 テトロドトキシン(フグ毒) - 電位依存性ナトリウムチャネル 
2)	 カフェイン - グルタミン酸受容体 
3)	 ボツリヌス毒素 – SNAREタンパク質（synaptobrevin, syntaxin, SNAP-25） 
4)	 ファロイジン（タマゴテングダケ毒）- アクチン 
5)	 ジギトキシン（ジギタリス/キツネノテブクロ毒）- Na+-K+ ATPアーゼ 
	 
	 
[4]	 物質の状態変化に伴う熱と仕事の等価性および収支に関する熱力学第１法則（エネ
ルギー保存則）と状態変化の方向性に関する熱力学第２法則（エントロピー増大則）か
ら、定圧・定容条件下において	 
 

ΔG = ΔH - TΔS = -RT lnKeq 

	 
という状態量が定式化された。これによって物質の状態変化の自発性・方向性を、反応
経路を問わず、また生体内外を問わず、予測できるようになった。	 
	 上の式を場合分けした下の表の空欄ア～オに当てはまる、語および記号の組み合わせ
として、最も適当なものを選べ。	 
	 
1) ア	 発	 	 イ	 ＜	 	 ウ	 ＞	 	 エ	 ○	 	 オ	 ☓	 
2) ア	 発	 	 イ	 ＞	 	 ウ	 ＜	 	 エ	 ☓	 	 オ	 ○	 
3) ア	 吸	 	 イ	 ＜	 	 ウ	 ＞	 	 エ	 ○	 	 オ	 ☓	 
4) ア	 吸	 	 イ	 ＞	 	 ウ	 ＜	 	 エ	 ☓	 	 オ	 ○	 
5) ア	 吸	 	 イ	 ＞	 	 ウ	 ＜	 	 エ	 ○	 	 オ	 ☓	 
	 



	 

 
ΔH 

 
ΔS 

 
ΔG 

自発過程（○）か

非自発過程（×）

かの判定 
ΔS＞0  無条件にΔG（	 	 	 ）0 （	 	 	 ） 

T＜ΔH/ΔSの時ΔG（	 イ	 ）0 （	 エ	 ） 
ΔH＜0	 

（	 ア	 ）熱反応 

 

ΔS＜0  
T＞ΔH/ΔSの時ΔG（	 ウ	 ）0 （	 オ	 ） 
T＜ΔH/ΔSの時ΔG（	 	 	 ）0 （	 	 	 ） 

ΔS＞0	  
T＞ΔH/ΔSの時ΔG（	 	 	 ）0 （	 	 	 ） 

 

ΔH＞0	 
（	 	 	 ）熱反応 

 

ΔS＜0  無条件にΔG（	 	 	 ）0 （	 	 	 ） 
	 
[5]	 脊椎動物の中枢神経系において、視床下部を含む構成部位として、最も適当なもの
を選べ。 
1)	 脊髄 
2)	 後脳 
3)	 中脳 
4)	 間脳 
5)	 終脳 
 
 
[6]	 動物におけるステロイドホルモン受容体の一般的な性質として、適当でないものを
選べ。 
1)	 二量体を形成する。 
2)	 構造が互いに類似し、スーパーファミリーを構成する。 
3)	 ホルモンと結合すると細胞内にセカンドメッセンジャーを生じる。 
4)	 細胞質内または核内に存在する。 
5)	 DNAと結合し遺伝子発現を調節する。 
 
 
[7]	 成人の心臓が 1 回の拍動で送り出す血液量は約 70 mL である。また、総血液量は
体重の約 1/13である。体重 60㎏の成人において、血液が全身を一巡するために必要な
時間の見積もりとして、最も適当なもの選べ。 
1)	 1分 
2)	 2分 
3)	 5分 
4)	 10分 
5)	 60分 
 
 
[8]	 カルシウムイオンはさまざまな生命現象の調節に関与している。次の中からカルシ
ウムイオンが関与しないものを選べ。 
1)	 筋肉の収縮 
2)	 ヘキソキナーゼなどのリン酸転移酵素の活性発現（補因子） 
3)	 エキソサイトーシス 
4)	 神経伝達物質の放出 
5)	 一部のホルモン作用の仲介（セカンドメッセンジャー） 
 
 
[9]	 神経細胞に関する記述として、誤っているものを選べ。 
1)	 1個の神経細胞は多数の軸索と樹状突起を有する。 
2)	 神経細胞の細胞体には核が存在する。 



	 

3)	 神経細胞のシナプスは細胞体や樹状突起だけでなく軸索に存在することもある。 
4)	 分化した神経細胞は分裂しない。 
5)	 ヒトの脳には神経細胞よりも多い数のグリア細胞が存在する。 
 
 
[10]	 脊椎動物の神経系に関する記述として、誤っているものを選べ。 
1)	 末梢神経系の神経節に存在する神経細胞の多くは神経堤細胞に由来する。 
2)	 中枢神経系の神経細胞は全て神経管に由来する。 
3)	 中枢神経系で髄鞘を作るグリア細胞はシュワン細胞と呼ばれる。 
4)	 多くの神経細胞は誕生した位置から移動した後に軸索を伸ばす。 
5)	 成人の脳でも神経細胞が産生されている。 
 
 
[11]	 イカの巨大軸索の灌流標本は活動電位の研究において重要な役割を果たした。こ
の標本で電気刺激によって活動電位を発生させると、軸索内外のイオン濃度が生体中に
近い条件下では、軸索のある点での膜電位は時間とともに図 aに示す変化を示した。 1
ミリ秒付近で観察される膜電位の過分極の原因として、最も適当なものを選べ。	 
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  0            1          2 	 (ミリ秒)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 
1)	 電位依存性 Na+チャネルの開口	 
2)	 電位依存性 K+チャネルの開口	 
3)	 電位依存性 Ca2+チャネルの開口	 
4)	 電位依存性アニオンチャネルの開口	 
5)	 K+漏洩チャネルの開口	 
	 
	 
[12]	 上記[11]の実験において、軸索外液の Na+濃度を 1/3	 に減少させた場合に予想さ
れる膜電位変化の形として、最も適当なものを選べ。ただし、外液の浸透圧はグルコー
ス添加によって補償されているものとする。また、参照のために図 aと同じ曲線を破線
で示してある。選択肢１)は[11]の図 aと同じ曲線である。	 
	 
1)  	 2)  	 3) 	 	 	 	 	 	 4)  	 	 5) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	 

[13]	 上記[11]の実験において、軸索外液または軸索内液の条件を変えると、活動電位
の発生がほとんど消失すると予想される。その条件として、最も適当なものを選べ。た
だし、浸透圧は軸索外液・内液へのグルコース添加によって補償されているものとする。	 
1)	 軸索外液の K+濃度を 10倍に増加させたとき。	 
2)	 軸索外液の K+濃度を 1/10に減少させたとき。	 
3)	 軸索外液の Ca２+濃度を 10倍に増加させたとき。	 
4)	 軸索内液の Na+濃度を 10倍に増加させたとき。	 
5)	 軸索内液の Na+を 1/10に減少させたとき。	 
	 
	 
[14]	 植物の光受容体であるフィトクロムは主に赤色光および遠赤色光に応答した反応
に寄与する。フィトクロムが受容する赤色光の波長として、最も適当なものを選べ。 
1)	 350 nm 
2)	 450 nm 
3)	 550 nm 
4)	 650 nm 
5)	 750 nm 
 
 
[15]	 陸上植物クロロフィルのテトラピロール環中心に配位するイオンとして、最も適
当なものを選べ。 
1)	 Cu2+ 
2)	 Fe2+ 
3)	 Mn2+ 
4)	 Mg2+ 
5)	 Cl- 
 
 
[16]	 植物細胞壁の主要な構成成分であるセルロースの基本構成成分として、最も適当
なものを選べ。 
1)	 α-(1→4)グルカン 
2)	 β-(1→4)グルカン 
3)	 α-(1→3, 1→4)グルカン 
4)	 キシログルカン 
5)	 ホモガラクツロナン 
 
 
[17]	 裸子植物に関する記述の組み合わせとして、最も適当なものを選べ。	 
	 
a 花粉をつくる。	 
b 重複受精をする。	 
c 胚珠がむきだしである。	 
	 
1)	 aと b 
2)	 bと c  
3)	 aと c  
4)	 aと bと c 
5)	 c 
	 
	 



	 

[18]	 植物の根の内皮細胞（endodermis）に関する記述として、適当でないものを選べ。 
1)	 根における無機塩類の選択的移動に関与する。 
2)	 カスパリー線をもつ。 
3)	 維管束組織の内側に位置する。	 
4)	 アポプラスト経路での物質輸送を制限する。 
5)	 コケ植物には存在しない。 
	 
	 
[19]	 フロリゲンに関する記述として、最も適当なものを選べ。	 
1)	 茎頂分裂組織で作られて、茎頂分裂組織で花成を誘導する。	 
2)	 茎頂分裂組織で作られて、花芽に移動し開花を促進する。	 
3)	 葉で作られて、茎頂分裂組織に移動し花成を誘導する。	 
4)	 葉で作られて、花芽に移動し開花を促進する。	 
5)	 地上部全体で作られて、花芽に移動し開花を促進する。	 
	 
	 
[20]	 次の文章は気孔の開閉に関する記述である。空欄に当てはまる語句の組み合わせ
として、最も適当なものを選べ。	 
	 
気孔は孔辺細胞の体積が（	 ア	 ）すると開く。気孔の体積（	 ア	 ）には、孔辺細胞
内（	 イ	 ）と、それに伴う（	 ウ	 ）が関係している。	 
	 
1)	 ア	 増加	 	 イ	 へのカリウムイオンの取り込み    	 ウ	 浸透圧上昇 
2)	 ア	 減少    イ	 からのカリウムイオンの排出        ウ	 浸透圧低下 
3)	 ア	 増加    イ	 へのナトリウムイオンの取り込み  	 ウ	 浸透圧上昇 
4)	 ア	 減少    イ	 からのナトリウムイオンの排出      ウ	 浸透圧低下 
5)	 ア	 減少    イ	 へのナトリウムイオンの取り込み  	 ウ	 浸透圧低下 
	 
	 
[21]	 C4植物に関する記述として、適当でないものを選べ。 
1)	 維管束鞘細胞に発達した葉緑体をもつ。	 
2)	 CO2の固定によってオキサロ酢酸を生じる。	 
3)	 夜間に気孔を開き、昼間に気孔を閉じる。	 
4)	 カルビン-ベンソン回路で有機物を作る。	 
5)	 サトウキビやトウモロコシが含まれる。	 
	 
	 
[22]	 逆転写酵素を持つのは、次のどれか？	 
1)	 λファージ 
2)	 レトロウイルス 
3)	 Tiプラスミド 
4)	 P因子  
5)	 Ac因子 
 
	 
[23]	 ノックアウトマウスの作製に関して、最も関連性が低い用語はどれか。	 
1)	 ジーンターゲッティング 
2)	 ES細胞 
3)	 相同組換え  
4)	 DNAフットプリンティング 



	 

5)	 偽妊娠マウス 
 
 
[24]	 AaBbCc x AaBbCc の交配から、３つの遺伝子すべてについて劣性ホモ接合体の生
じる割合を求めよ。ただし、Aと a、Bと b、Cと c はそれぞれ優劣のある対立遺伝子
とし、三つの遺伝子座は連鎖しない。 
1)	 1/32 
2)	 1/16 
3)	 1/8 
4)	 1/64  
5)	 1/4 
	 
	 
[25]	 標準的な細胞の大きさの範囲として最も適切なものを選べ。	 
1)	 2 mmから 200 mm  
2)	 2 µmから 200 µm 
3)	 2 nmから 200 nm 
4)	 2 pmから 200 pm 
5)	 2 fmから 200	 fm	 
	 
	 
[26]	 蛍光物質が吸収する励起波長と放出する蛍光波長の関係として最も適切なものを
選べ。	 
1)	 励起波長は常に蛍光波長よりも長い 
2)	 励起波長は常に蛍光波長よりも短い 
3)	 励起波長は常に蛍光波長と等しい 
4)	 励起波長が 500 nm未満なら励起波長の方が蛍光波長よりも長く、500 nm以上なら
蛍光波長の方が励起波長よりも長い 
5)	 励起波長が 500 nm未満なら蛍光波長の方が励起波長よりも長く、500 nm以上なら
励起波長の方が蛍光波長よりも長い 
	 
	 
[27]	 生理学の実験でよく使われる「パッチクランプ法」とは、何を測定する方法か。
適切なものを選べ。	 
1)	 温度変化 
2)	 湿度 
3)	 電流 
4)	 光量 
5)	 質量変化 
	 
	 
[28]	 ネルンストの式では、ミリボルト（mV）で表した平衡電位を V、１個の正電荷を
持つイオンの細胞外濃度を Co、細胞内濃度を Ciとしたとき、V = 62 log10(Co/Ci)で与え
られる。これを用いて、K+の平衡電位 Vを求めよ。ただし、細胞内 K+濃度（Ci）、細胞
外 K+濃度（Co）をそれぞれ 140 mM、5 mMとする。なお、log10140 = 2.15、log105 = 0.70
として計算せよ。 
1)	 約 –90 mV  
2)	 約 –75 mV 
3)	 約 0 mV 
4)	 約 75 mV 



	 

5)	 約 90 mV 
 
 
[29]	 生命現象を研究するための実験動物として、ショウジョウバエがよく使われる。
その理由として最も不適当なものを選べ。	 
1)	 世代時間が短いので、遺伝学的解析に有利である。 
2)	 全ゲノムが解読されている唯一の無脊椎動物である。 
3)	 ストックセンターが完備されており、色々な系統を注文できる。 
4)	 発生や細胞内情報伝達などの基本的なしくみの多くは哺乳類と共通性がある。 
5)	 実験動物として 100年以上使われているので、様々な実験手法がすでに開発されて
いる。 
	 
	 
[30]	 真核細胞において、細胞膜（形質膜）に局在する７回膜貫通型受容体をコードす
る mRNAの翻訳が開始されて、翻訳産物が細胞膜に到達するまでの細胞内輸送経路と
して、最も一般的なものを選べ。	 
1)	 翻訳開始 ! リソソーム ! 細胞膜 
2)	 翻訳開始 ! ゴルジ体 ! 小胞体 ! 細胞膜 
3)	 翻訳開始 ! 小胞体 ! ゴルジ体 ! 細胞膜 
4)	 翻訳開始 ! 小胞体 ! ミトコンドリア ! 細胞膜 
5)	 翻訳開始 ! ゴルジ体 ! ミトコンドリア ! 細胞膜 
	 
	 
[31]	 真核細胞において、ゴルジ体から小胞体への輸送を担っている小胞の名称のうち、
最も適切なものを選べ。	 
1)	 滑面小胞 
2)	 COP被覆小胞 
3)	 クラスリン被覆小胞 
4)	 シナプス小胞 
5)	 リソソーム小胞 
	 
	 
[32]	 Ras原がん遺伝子は、どのヌクレオチドが結合したフォームが活性化型となるか。
最も適切なものを選べ。	 
1)	 UTP 
2)	 ATP 
3)	 GTP 
4)	 ADP 
5)	 GDP 
	 
	 
[33]	 真核細胞のシグナル識別粒子（SRP）について記した下の文章のうち、誤ってい
るものを選べ。	 
1)	 SRPはタンパク質と RNAの複合体である。 
2)	 SRPはシグナル配列を認識することにより、小胞体やミトコンドリアにタンパク質
を輸送する。 
3)	 リボソーム-mRNA複合体に SRPが結合するとタンパク質の合成速度が低下する。 
4)	 SRPは膜上にある SRP受容体に結合する。次にタンパク転送チャネル（トランス
ロコン）にリボソームが結合し、SRPが外れて合成されたタンパク質が小胞体に入って
ゆく。 



	 

5)	 SRPが認識するシグナル配列の多くは N末端にあるが、ポリペプチド鎖の途中にあ
るものもある。 
	 
	 
[34]	 アデニル酸シクラーゼは何を合成し、その合成物は何を活性化するか。最も適切
なものを選べ。	 
1)	 ATPを合成し、プロテインキナーゼ Aを活性化する。 
2)	 ATPを合成し、プロテインキナーゼ Cを活性化する。 
3)	 ATPを合成し、ホスホリパーゼ Cを活性化する。 
4)	 cAMPを合成し、プロテインキナーゼ Aを活性化する。 
5)	 cAMPを合成し、プロテインキナーゼ Cを活性化する。 
	 
	 
[35]	 動物細胞において細胞周期の M 期に起こらないものとして最も適切なものを選
べ。	 
1)	 核膜の分散 
2)	 中心体の複製  
3)	 紡錘体の伸長 
4)	 収縮環の収縮 
5)	 核膜の形成	 
	 
	 
[36]	 姉妹染色分体の結合と分離を説明する文として誤っているものを選べ。	 
1)	 姉妹染色分体の結合はコヒーシンと呼ばれるタンパク質によってなされる。 
2)	 姉妹染色分体の結合は S期が終了してからなされる。 
3)	 姉妹染色分体の分離は M期になされる。 
4)	 姉妹染色分体の分離にはタンパク質のリン酸化が必要である。 
5)	 姉妹染色分体の分離にはタンパク質の分解が必要である。 
	 
	 
[37]	 アポトーシスを引き起こす時に中心的な役割をはたすタンパク質分解酵素として
最も適切なものを選べ。	 
1)	 パパイン 
2)	 トリプシン 
3)	 キモトリプシン 
4)	 セパラーゼ 
5)	 カスパーゼ 
	 
	 
[38]	 アクチンおよびチューブリンに結合するヌクレオシド3リン酸はどれか。最も適当
なものを選べ。	 
1)	 アクチン、チューブリン共に ATPが結合する。 
2)	 アクチン、チューブリン共に GTPが結合する。 
3)	 アクチンには ATP、チューブリンには GTPが結合する。 
4)	 アクチンには GTP、チューブリンには ATPが結合する。 
5)	 特に決まっていない。 
	 
	 
[39]	 動物細胞の分裂における細胞骨格繊維の役割を説明する文章として最も適当なも
のを選べ。	 



	 

1)	 染色体の分配にはアクチンフィラメントが、細胞質分裂には微小管が主要な役割を
果たす。 
2)	 染色体の分配には微小管が、細胞質分裂にはアクチンフィラメントが主要な役割を
果たす。 
3)	 染色体の分配や細胞質分裂にアクチンフィラメントは関与するが微小管は関与し
ない。 
4)	 染色体の分配や細胞質分裂に微小管は関与するがアクチンフィラメントは関与し
ない。 
5)	 染色体の分配や細胞質分裂にはアクチンフィラメントや微小管は関与しない。 
 
 
[40]	 現在の真核生物には、初期の真核生物と原核生物の共生に由来すると考えられる
細胞小器官が存在する。これに関連した以下の記述の中で誤っているものを選べ。	 
1)	 ミトコンドリアと葉緑体はそれぞれ DNA をもち、その活動は核 DNA には全く依
存していない。 
2)	 真核生物の鞭毛と細菌の鞭毛は、構成タンパク質だけでなく機構的にも大きく異な
るものである。 
3)	 ミトコンドリアは好気性細菌に、葉緑体は光合成細菌に由来するものと考えられて
いる。 
4)	 ミトコンドリアと葉緑体は細胞内膜系からは独立していて、分裂によって増殖する。 
5)	 ミトコンドリア DNAには、核 DNAとは異なる独自のコドンが存在する。 
 
 
[41]	 細胞・細胞間結合の一つである接着結合（アドヘレンスジャンクション）を構成
する主要な膜タンパク質として最も適当なものを選べ。	 
1)	 コネキシン 
2)	 カドヘリン 
3)	 インテグリン 
4)	 カベオリン 
5)	 クローディン	 	 
	 
	 
[42]	 イオン交換クロマトグラフィーでは、タンパク質は電荷によって分離される。等
電点 6 のタンパク質 Aが pH 8の緩衝液中に存在するとき、タンパク質 Aは（	 ア	 ）
の電荷をもつため、（	 イ	 ）の電荷をもつカラム充填剤（ビーズ）と結合する。この
結合を解離させるためには緩衝液の塩濃度を（	 ウ	 ）か、または pHを（	 エ	 ）と
よい。ア〜エに入る語句として最も適当な組み合わせを選べ。	 
1)	 ア：負	 イ：正	 ウ：上げる	 エ：下げる 
2)	 ア：負	 イ：正	 ウ：下げる	 エ：上げる 
3)	 ア：正	 イ：負	 ウ：上げる	 エ：下げる 
4)	 ア：負	 イ：正	 ウ：上げる	 エ：上げる 
5)	 ア：正	 イ：負	 ウ：上げる	 エ：上げる 
	 
	 
[43]	 哺乳類の体性幹細胞の説明として最も適当なものを選べ。	 
1)	 幹細胞は無限に（少なくともその動物の一生の間）分裂できる。 
2)	 幹細胞は、組織中に偏りなく散在している。 
3)	 幹細胞は分化全能性をもつ。 
4)	 成体組織中では分化した細胞の一部が常に幹細胞化することで、一定の幹細胞数を
維持している。 



	 

5)	 幹細胞は、その特徴的な外見から電子顕微鏡下で容易に判別できる。 
	 
	 
[44]	 がん遺伝子とがん抑制遺伝子の説明として間違っているものを選べ。	 
1)	 がん抑制遺伝子産物である p53は DNAの損傷応答に関わるタンパク質である。 
2)	 がん抑制遺伝子とは原がん遺伝子に優性の変異が生じたものである。 
3)	 がん抑制遺伝子では多くの場合、１対の対立遺伝子の両方に変異がおきることでが
ん化につながる。 
4)	 原がん遺伝子として有名なものには MYC、RAS、SRCなどがある。 
5)	 がん遺伝子には、過剰活性型の変異遺伝子産物を産生するものがある。 
	 
	 
[45]	 真核細胞の分泌タンパク質は糖鎖修飾を受けることが多いが、N 結合型オリゴ糖
は次にあげるどのアミノ酸に結合するか。	 
1)	 トレオニン	 
2)	 グルタミン	 
3)	 アスパラギン	 
4)	 セリン	 
5)	 リシン	 
	 
	 
[46]	 次の脂質、脂肪酸に関する記述の中で、最も適当なものを選べ。	 
1)	 リノール酸は飽和脂肪酸である。	 
2)	 動物由来の脂質は、植物由来の脂質より不飽和脂肪酸が多く含まれる。	 
3)	 トリアシルグリセロールは生体膜の構成成分である。	 
4)	 植物由来の不飽和脂肪酸はトランス型である。	 
5)	 不飽和度が高い脂肪酸ほど融点が低い。	 
	 
	 
[47]	 抗体に関する次の記述の中で、誤っているものを選べ。	 
1)	 抗体はＴリンパ球によってつくられる。	 
2)	 免疫グロブリンは大きく 5 つのクラスに分けられる。	 
3)	 免疫グロブリンは軽鎖と重鎖で構成されている。	 
4)	 同一のタンパク質に結合する抗体でも結合部位が異なることがある。	 
5)	 免疫グロブリンＥ（IgE）はアレルギー反応にかかわる。	 
	 
	 
[48]	 ある二糖をメチル化処理した後グリコシド結合を加水分解すると下図に示した糖
が得られた。二糖の構造はどれか、最もふさわしいものを選べ。なお、糖の構造はハー
スの投影式で示してある。	 
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1) O- α-D-グルコピラノシル-(4→1)-D-ガラクトピラノース	 
2) O- β-D-グルコピラノシル-(4→1)-D-ガラクトピラノース	 
3) O- β-D-ガラクトピラノシル-(1→4)-D-グルコピラノース	 
4) O- β-D-ガラクトピラノシル-(1→1)-D-グルコピラノシド	 
5) O- α-D-ガラクトピラノシル-(1→1)-D-グルコピラノシド	 
	 
	 
[49] aA + bB ⇄ cC + dDという化学反応のギブスの自由エネルギー変化（ΔG）は、ΔG = 
ΔG0 + RTln([C]c[D]d/[A]a[B]b)で示される（ΔG0は標準自由エネルギー変化を示す）。自由
エネルギー変化に関する次の記述のうち最も適当なものを選べ。	 
1)	 平衡に達した時は、ΔG0 = 0である。	 
2)	 ΔG＜0の時、反応は右方向に進む。	 
3)	 ΔG＜0の時、反応は左方向に進む。	 
4)	 ΔGの値からは反応の進む方向はわからない。	 
5)	 ΔGはその化学反応の活性化エネルギーに比例する。	 
	 
	 
[50]	 解糖系の律速酵素である 6-ホスホフルクト-1-キナーゼは細胞内のエネルギー荷
や最終生成物等によって活性が制御されている。次に挙げる物質のうち、この酵素活性
を阻害する物質はどれか。	 
1)	 フルクトース 2,6-ビスリン酸 
2)	 ATP 
3)	 AMP 
4)	 フルクトース 6-リン酸 
5)	 グルコース 6-リン酸 
	 
	 
[51]	 下に示す水溶性ビタミンは体内で補酵素（あるいは補欠分子族）となり、酵素の
触媒反応を助けている。次の中から最も適当な組合せを選べ。	 
	 

	 ビタミン	 補酵素（補欠分子族）	 酵素反応	 
1) ビタミン B1	 NAD+ 酸化還元反応	 
2) ビタミン B1	 チアミン二リン酸	 アミノ基転移反応	 
3) ビタミン B6	 NAD+ 酸化還元反応	 

4) ビタミン B6	 チアミン二リン酸	 アミノ基転移反応	 
5) ビタミン B6	 ピリドキサルリン酸	 アミノ基転移反応	 

	 
	 
[52]	 ミトコンドリアの電子伝達系を構成する複合体として、複合体 I（NADH レダクタ
ーゼ）、複合体 II（コハク酸デヒドロゲナーゼ）、複合体 III（シトクロームレダクター
ゼ）、複合体 IV（シトクロームオキシダーゼ）があるが、それらの電子の流れに関して
正しい記述を選べ。	 
1) 複合体 I	 →	 複合体 II	 	 →	 複合体 III	 	 
2)	 複合体 I	 →	 複合体 II	 	 →	 複合体 IV	 	 
3)	 複合体 I	 →	 複合体 IV	 	 →	 複合体 III	 	 
4) 複合体 I	 	 →	 複合体 III	 	 →	 複合体 IV	 
5)	 複合体 II	 →	 複合体 III	 →	 複合体 I	 	 
	 
	 



	 

[53]	 トリプシン、キモトリプシン、エンドペプチダーゼ V8 は、ペプチド結合のどの
アミノ酸の C末端側を切断するか。次の組み合わせの中から、最も適当なものを選べ。	 
	 

 トリプシン	 キモトリプシン	 エンドペプチダーゼ V8	 
1) 疎水性アミノ酸	 塩基性アミノ酸	 酸性アミノ酸	 

2) 塩基性アミノ酸	 酸性性アミノ酸	 疎水性アミノ酸	 
3) 塩基性アミノ酸	 疎水性アミノ酸	 酸性アミノ酸	 
4) 疎水性アミノ酸	 酸性性アミノ酸	 疎水性アミノ酸	 
5) 酸性アミノ酸	 疎水性アミノ酸	 塩基性アミノ酸	 

	 
	 
[54]	 分子量を推定する方法として、SDS-PAGE（SDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳
動）とゲル濾過がよく用いられる。その原理や特徴に関する次の記述の中から、最も適
当なものを選べ。	 
1) ゲル濾過では、分子ふるい効果が出るので、分子量の大きなタンパク質が遅く溶出
される。	 
2) ゲル濾過では、１種類の担体で全てのタンパク質の分子量を推定することが可能で
ある。	 
3) SDS-PAGE において、還元剤存在下と非存在下で分子量値に差が見られる場合があ
る。その主な原因は、分子間または分子内のチオエステル結合に起因することが多い。	 
4)	 SDS-PAGEでは、酸性タンパク質であっても塩基性タンパク質であっても陽極側に
泳動され、基本的には分子量の小さなタンパク質は速く泳動される。	 
5)	 SDS-PAGEでは、酸性タンパク質は陽極側に、塩基性タンパク質は陰極側に泳動さ
れる。	 
	 
	 
	 [55]	 触媒活性をもつ酵素には、タンパク質分子以外に補因子と呼ばれる低分子を必要
とするものがある。次の中から補因子の例として最も適当なものを選べ。	 
1)	 モリブデン	 
2)	 ロドプシン	 
3)	 プロスタグランジン	 
4)	 トロンビン	 
5)	 オーキシン	 
	 
[56]	 RNアーゼ Aによる RNA加水分解活性の pH依存性から pKが 5.4と 6.4のアミノ
酸残基が関係している事が推定された。そのアミノ酸として最も適当なものを選べ。	 
1)	 アスコルビン酸	 
2)	 アスパラギン	 
3)	 ヒスチジン	 
4)	 トレオニン	 
5)	 トリプトファン	 
	 
	 
[57]	 頭が痛いときアスピリンを飲むと症状が軽くなる。アスピリンの抗炎症作用を生
化学的に正しく述べている記述として最も適当なものを次の中から選べ。	 
1)	 アスピリンは、炎症、発熱作用を持つ物質であるプロスタグランジンの合成過程を
阻害する。	 
2)	 アスピリンは、	 神経伝達過程に重要な Naチャネルに結合して興奮速度を低下させ
る。	 
3)	 アスピリンは、炎症反応のカスケード過程にある cAMP合成酵素を阻害する。	 



	 

4)	 アスピリンは、	 神経伝達過程に重要な K チャネルに結合して興奮速度を低下させ
る。	 
5)	 アスピリンは、炎症物質であるヒスタミンの合成過程を阻害する。	 
 
 
[58]	 制限酵素 EcoRIが認識する塩基配列はどれか。	 
1)	 GAATTC 
2)	 TTGGAA 
3)	 TGCTGC 
4)	 GAAT 
5)	 TTAAGCGC 
	 
	 
[59] ある抗生剤で大腸菌を処理した後、菌体を集めてポリソームを回収した。リボソ
ームに結合している mRNA の塩基配列をすべて決定したところ、各遺伝子の翻訳開始
点である ATG を含む塩基配列に集中している事が分かった。この結果から推定した次
の記述の中で、最も適当なものを選べ。	 
1)	 この抗生剤は DNAの ATG配列に特異的に結合して大腸菌の生育を阻害する。	 
2)	 この抗生剤は RNAの AUG配列に特異的に結合して大腸菌の生育を阻害する。	 
3)	 この抗生剤は mRNA 上の SD 配列付近に結合してリボソームと mRNA との結合を
阻害する。	 
4)	 この抗生剤はリボソームの Aサイトに結合して tRNAが結合するのを阻害する。	 
5)	 この抗生剤は、特にリボソームに作用するという判断はできない。	 

	 
	 
[60] 非極性側鎖アミノ酸に分類されないものを選べ。	 
1)	 アラニン	 
2)	 バリン	 
3)	 トリプトファン	 
4)	 プロリン	 
5)	 トレオニン	 
	 
	 
[61] プリン環合成に関与しないものを選べ。	 
1)	 グリシン	 
2)	 尿素	 
3)	 グルタミン	 
4)	 アスパラギン酸	 
5)	 HCO3

-	 

	 
	 
[62] ユビキチンープロテアソーム系を介したタンパク質分解で基質特異性を決めるの
に中心的な役割を担うものを選べ。	 
1)	 ユビキチン	 
2)	 E1	 
3)	 E2	 
4)	 E3	 
5)	 プロテアソーム	 
	 
	 



	 

[63]	 大腸菌でヒトタンパク質を発現させるときに、ゲノム DNA ではなく cDNA を用
いる理由として最も適当なものを選べ。	 
1)	 ゲノム DNA は一般的に長い場合が多く発現ベクターへのクローニングが困難であ
る。	 
2)	 ゲノム DNAに存在するイントロンを大腸菌では取り除けない。	 
3)	 ゲノム DNAに存在するプロモーターは大腸菌では機能しない。	 
4)	 cDNAは一般的に長くない場合が多く発現ベクターへのクローニングが容易である。	 
5)	 ゲノム DNAより cDNA由来の mRNAの方が大腸菌内での翻訳が容易である。	 
	 
 
[64]	 昆虫の神経外胚葉のうち限られた細胞が神経芽細胞となり、神経芽細胞からニュ
ーロンが作られる。神経芽細胞の周りの細胞は、神経芽細胞からシグナルを受けること
で表皮細胞として維持される。この際、表皮細胞側で起きていない現象を選べ。 
1)	 Notchが発現している。 
2)	 Notchの細胞内ドメインが切断され核に移行する。 
3)	 Notchシグナルの標的遺伝子が発現する。 
4)	 Deltaの発現が誘導される。 
5)	 プロニューラル遺伝子の発現が抑制される。 
	 
	 
[65]	 下記の DNA の配列を元にメチオニンを翻訳開始点としてタンパク質が作られた
時、メチオニンから数えて３つ目に翻訳されるアミノ酸はどれか。遺伝暗号表を利用し
て答えよ。 
	 	 	 DNAの配列：5’-CGTTATGTCGGCCAGT-3’ 
1)	 ロイシン 
2)	 アラニン 
3)	 セリン 
4)	 バリン 
5)	 アルギニン 
	 	 	 	 	 	 遺伝暗号表 
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[66]	 黄色（Y）と緑（y）という色の遺伝と、丸（R）としわ（r）という種子の遺伝を
同時に調べる。Rと Yは rと yに対して優性である。それぞれの遺伝子型は文字の組み
合わせによって示すものとする。例えば RrYyという遺伝子型の種子は黄色く丸い形の
表現型をとる。今 RrYYと rryyの遺伝子型を持つ親をかけ合わせた場合、それによって



	 

出来る雑種第２代（F2）で“しわで黄色”の種子が現れる割合はいくらか。なお小数点
以下は四捨五入とし、色と形の遺伝子型は独立の法則に従うものとする。 
1)	 50% 
2)	 42% 
3)	 55% 
4)	 9% 
5)	 52% 
	 
	 
表はシャルガフの法則が導かれた塩基の比率のデータを示している。 
[67]	 （	 ア	 ）に当てはまる塩基の名前を下記から選べ。	 
[68]	 （	 イ	 ）に当てはまる塩
基の名前を下記から選べ。	 
1)	 チミン	 
2)	 プリン 
3)	 ピリミジン 
4)	 グアニン 
5)	 シトシン 
 
 
 
 
 
 
[69]	 培養細胞を用いて遺伝子 Xの機能を阻害する実験を行った。先輩と同じ手法を用
いて同じ実験をしたところ、先輩は細胞周期が速まる、という結果を得たのに対し、自
分は細胞周期が遅くなる、という逆の結果を得た。この結果の解釈として最も適当なも
のを選べ。 
1)	 自分も先輩も両方の結果が正しい。 
2)	 実験の経験が長い先輩の結果が正しい。 
3)	 自分の結果が正しいと信じる。 
4)	 自分も先輩もどちらの結果が正しいのか現時点では分からない。 
5)	 遺伝子 Xの機能を調べるのに培養細胞を用いるのは不向きであることが分かった。 
 
 
[70]	 DNAの主鎖を構成する糖の構造として最も適当なものを選べ。 
1)              	 2)      3)          4)           5)        
 
 
 
 
 
 
[71]	 ヒストンコアを形成するヒストンに含まれないものを選べ。 
1)	 H1 
2)	 H2A 
3)	 H2B 
4)	 H3 
5)	 H4 
 



	 

 
[72]	 A君は 1 Mの塩化カルシウム溶液を 1 L作ろうとしている。実験の手引き書には
無水塩化カルシウムを用いた作り方が載っていたので、試薬を書かれていた分量だけ量
り取って 1Lの溶液を作製した。ところが溶かしてから、研究室の試薬は無水塩化カル
シウムではなく塩化カルシウム 2 水和物であったことに気がついた。このとき、A 君
が作った溶液の塩化カルシウムは何 M の濃度になっているか。原子量は以下の値を用
い、答えは有効数字 2桁で求めること。H=1, O=16, Cl=35.5, Ca=40 
1)	 0.68 M 
2)	 0.76 M 
3)	 0.86 M 
4)	 1.3 M 
5)	 1.5 M 
	 
	 
[73]	 以下の文章の（	 ア	 ）〜（	 エ	 ） に当てはまるのに適切な語句の組み合わせ
を選べ。 
シロイヌナズナなど多くの植物の雌性配偶体はポリゴナムタイプと呼ばれる形態をし
ている。雌性配偶体の元となる大配偶子母細胞は 3回の（	 ア	 ）分裂により 8核とな
る。このうちカラザ側の 3核は（	 イ	 ）細胞となる。中央には核相が（	 ウ	 ）の中
央細胞が形成される。珠孔側には（	 エ	 ）細胞が 1つと（	 オ	 ）細胞が 2つ形成さ
れる。このようにして、7細胞からなる雌性配偶体が形成される。 
1)	 ア:減数、イ:反足、ウ:2n、エ:卵、オ:助 
2)	 ア:体細胞、イ:反足、ウ:2n、エ:卵、オ:助 
3)	 ア:体細胞、イ:助、ウ:3n、エ:卵、オ:反足 
4)	 ア:減数、イ:助、ウ:3n、エ:卵、オ:反足 
5)	 ア:体細胞、イ:反足、ウ:3n、エ:助、オ:卵 
	 
	 
[74]	 以下の細胞小器官のうち、被子植物細胞で見られないものはどれか。	 
1)	 中心体 
2)	 核小体 
3)	 粗面小胞体 
4)	 ペルオキシソーム 
5)	 グリオキシソーム 
 
 
[75]	 RNAスプライシングに関して最も適当なものを選べ。 
1)	 RNAスプライシングではエクソンが取り除かれる。 
2)	 RNAスプライシングではイントロンが取り除かれる。 
3)	 RNA スプライシングでは 5’UTRが取り除かれるが 3’UTRは残る。(UTR:非翻訳領
域) 
4)	 RNAスプライシングでは 3’UTRが取り除かれるが 5’UTRは残る。 
5)	 RNAスプライシングではポリ A配列が取り除かれる。 
 
 
[76]	 RNAポリメラーゼに関して最も適当なものを選べ。 
1)	 真核生物でも原核生物でも RNAポリメラーゼ I、II、IIIの 3種類が働いている。 
2)	 真核生物で mRNAを合成するのは RNAポリメラーゼ Iである。 
3)	 真核生物で mRNAを合成するのは RNAポリメラーゼ IIである。 
4)	 原核生物で mRNAを合成するのは RNAポリメラーゼ IIIである。 



	 

5)	 真核生物で mRNAを合成するのは RNAポリメラーゼ I、II、IIIの 3種類である。 
 
 
[77]	 ORF(open-reading frame)に関して最も適当なものを選べ。 
1)	 原核生物では１つの RNAに複数の ORFが存在することはない。 
2)	 真核生物では１つの RNAに複数の ORFが存在することが多い。 
3)	 ORFとは mRNAの開始コドンから終止コドンに至る配列のことである。 
4)	 ORFとは mRNAに存在する三種の読み枠の総称である。 
5)	 真核生物の mRNAの多くには ORFが存在しない。	 
	 
	 
[78]	 実験機器（遠心機）の安全使用に関して間違っているものを選べ。 
1)	 高速遠心機が運転中に異常振動を始めたら、電源を切ることで確実に停止させる。 
2)	 高速遠心機のローターで向かい合うサンプルは重量を同じに（バランス）する。 
3)	 冷却遠心機は使用後に蓋を開けておいて内部の結露や霜を乾燥させる。 
4)	 高速遠心機は水平であることを確認して設置する。 
5)	 高速遠心機は回転が停止するまで蓋を開けてはならない。 
 
	 
[79]	 光学顕微鏡の性能に関して最も適当なものを選べ。 
1)	 光学顕微鏡の分解能（解像力）に最も影響するのは対物レンズの倍率である。 
2)	 光学顕微鏡の分解能（解像力）に最も影響するのは接眼レンズの倍率である。 
3)	 光学顕微鏡の分解能（解像力）に最も影響するのは対物レンズと接眼レンズの倍率
である。 
4)	 光学顕微鏡の分解能（解像力）に最も影響するのは対物レンズの開口数である。 
5)	 光学顕微鏡の分解能（解像力）に最も影響するのは視度調整である。 
 
	 
[80]	 大腸菌は、ラクトースが利用可能でグルコースが利用できない場合に、lac遺伝子
（lacZ, lacY, lacA）の発現を引き起こす。この遺伝子発現調節のメカニズムとして誤っ
たものを選べ。	 
1)	 グルコースの濃度が低い場合、細胞内 cAMPの濃度が上昇する。 
2)	 転写活性化因子 CAPは cAMPと結合している時に、lac遺伝子のプロモーターに結
合し lac遺伝子の転写を誘導する。 
3)	 ラクトースは、細胞内で lacZ遺伝子産物によりアロラクトースに変換され、Lacリ
プレッサーに結合する。 
4)	 Lacレプレッサーは転写抑制因子として機能するが、アロラクトースと結合したLac
リプレッサーは転写活性化因子として、lac遺伝子の転写を誘導する。 
5)	 Lacリプレッサーは転写開始点領域に結合する。 
 
 
[81]	 真核生物の転写および転写調節に関与しないものはどれか選べ。 
1)	 RNAポリメラーゼ II 
2)	 σ因子（シグマ因子） 
3)	 介在複合体（mediator） 
4)	 TFIID複合体 
5)	 クロマチン再構築複合体 
 
 
[82]	 真核生物の遺伝子サイレングに関係しないものを選べ。	 



	 

1)	 DNMT1（DNA methyltransferase1） 
2)	 ヒストン H3の Lys9（K9）のメチル化 
3)	 HP1（heterochromatin protein 1） 
4)	 ヒストン H3の Lys4（K4）のアセチル化 
5)	 MeCP2（methyl CpG binding protein 2） 
 
 
[83]	 miRNAに関して最も適当なものを選べ。 
1)	 通常の miRNAは 31~33塩基長である。 
2)	 miRNA は、遺伝子の非翻訳配列かイントロンに由来し、翻訳領域から作られるこ
とはない。 
3)	 miRNAは、pri-miRNAとして転写された後、Dicerによって pre-miRNAに切断され、
pre-miRNAは Droshaによって miRNAに切断される。 
4)	 pre-miRNAは酵素により切断され二本鎖の RNAになるが、二本鎖とも同じ RNA誘
導サイレンシング複合体（RISC）に取り込まれ、遺伝子機能発現抑制に関わる。 
5)	 miRNAの働きとして、RNAの翻訳抑制・切断に加えて遺伝子発現のサイレンシン
グがある。 
 
	 
次の文章を読んで[84]-[88]の問いに答えよ。 
 
（	 ア	 ）結合の波動関数は下図の構造(1)の波動関数と構造(2)の波動関数の重ね合わ
せで記述される。すなわち、（	 ア	 ）結合は構造(1)と構造(2)の（	 イ	 ）によって安
定化されている。これは（	 ア	 ）結合に平面性をもたらしており、タンパク質の構造
安定化に寄与している。構造(2)では（	 ア	 ）結合のC原子とN原子は両方とも（	 ウ	 ）
している。構造(1)では、（	 ア	 ）結合の O原子は孤立電子対を（	 エ	 ）対もつ。し
かし構造(2)では、（	 ア	 ）結合の O原子は孤立電子対を（	 オ	 ）対もつ。 

 
 

[84]上の文章中の（	 ア	 ）に入る語句として最も適当なものを一つ選べ。 
 
1)	 ジスルフィド 
2)	 ペプチド 
3)	 フォスフォジエステル 
4)	 水素 
5)	 グリコシド 
 
 
[85]上の文章中の（	 イ	 ）に入る語句として最も適当なものを一つ選べ。 
 



	 

1)	 強震 
2)	 共鳴 
3)	 発散 
4)	 分散 
5)	 反発 
 
 
[86]上の文章中の（	 ウ	 ）に入る語句として最も適当なものを一つ選べ。 
 
1)	 sp混成 
2)	 sp2混成 
3)	 sp3混成 
4)	 sp4混成 
5)	 sp5混成 
 
 
[87]上の文章中の（	 エ	 ）に入る数値として最も適当なものを一つ選べ。 
 
1)	 0 
2)	 1 
3)	 2 
4)	 3 
5)	 4 
 
 
[88]上の文章中の（	 オ	 ）に入る数値として最も適当なものを一つ選べ。 
 
1)	 0 
2)	 1 
3)	 2 
4)	 3 
5)	 4 
 
 
[89]光は粒子と波動の二重性を示す。波長 λ の光の量子状態である光子(photon)がもつ
エネルギーとして最も適当なものを一つ選べ。 
（hはプランク定数、cは光速、kはボルツマン定数である。） 
 
1)	 hλ 
2)	 hc/λ 
3)	 hλ/c 
4)	 kλ 
5)	 kc/λ 
 
 
次の文章を読んで[90]-[92]の問いに答えよ。 
 
細胞膜を介したナトリウムイオンの電気化学ポテンシャル差（Na+駆動力、または
Sodium Motive Force (SMF)ともいう）を用いて、基質のアミノ酸を細胞内へ能動輸送す
るトランスポーターを考える。このトランスポーターは膜内在性タンパク質である。 



	 

 
[90]このトランスポーターを精製し人工膜小胞（リポソーム）に再構成を試みた。その
過程に於ける以下の記述において、誤りを含むものを１つ選べ。 
 
1)	 細胞を破砕し、超遠心により分画すると、トランスポーターは沈殿に回収される。 
2)	 トランスポーターを含む膜画分を高濃度の塩を含む緩衝液に懸濁した後、再度超遠
心により分画すると、トランスポーターは上清に回収される。 
3)	 トランスポーターの可溶化には、界面活性剤が必要である。 
4)	 界面活性剤は、臨界ミセル濃度より高い濃度で用いることが多い。 
5)	 臨界ミセル濃度の高い界面活性剤を用いた場合、透析によるリポソームへの再構成
が行いやすい。 
 
 
[91]精製したトランスポーターをリポソームへ再構成することができ、Na+駆動力に依
存した基質輸送活性を測る実験を計画した。以下の記述の中で、活性測定において適当
でないものを１つ選べ。 
 
1)	 再構成の際、基質アミノ酸がリポソーム内に含まれないよう気をつける。 
2)	 測定に用いる溶液には、精製で用いた界面活性剤を加えない。 
3)	 再構成したリポソームの内側の Na+濃度は、外側の濃度より低くする。 
4)	 膜電位（リポソーム内側が負）を形成させるため、リポソームの内外に K+の濃度
勾配（内側の K+濃度が低い）を作成し、K+のイオノフォアであるバリノマイシンを加
える。 
5)	 膜電位を与えなくても、Na+濃度勾配が十分与えてあれば活性は測定できる。 
 
 
[92]このトランスポーターの基質はアミノ酸のロイシンであった。そこで、アミノ酸輸
送活性を計測するために、3H でラベルしたロイシンを用いた。活性測定に関する以下
の記述の中で、最も適当なものを１つ選べ。 
 
1)	 3Hは γ線を放出するので、NaIシンチレーションカウンターで検出する。 
2)	 3Hは β線を放出するので、ガイガーカウンターで放射能を検出する。 
3)	 3H は高エネルギーの β 線を放出するので、実験の際にはアクリル板で遮蔽しなけ
ればならない。 
4)	 3H は β 線を放出するが低エネルギーであるため、液体シンチレーションカウンタ
ーで検出する。 
5)	 3Hはアイソトープであるが、放射性同位元素の使用許可を受けた管理区域内で実験
しない。 
 
 
[93]ある核種から放出される放射能は時間とともに減少し、半分のレベルに達するまで
の時間を半減期（T）という。ある時点での放射能を A0とし、時間 tの後の放射能 Aは
以下の式で表される。 
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リンの放射性同位体 32Pの半減期は 14.26日である。購入して 1ヶ月保存したとき、残
存する放射能はいくらか。最も適当なものを１つ選べ。 



	 

 
1)	 購入時とほとんどかわらない 
2)	 購入時の 2分の 1 
3)	 購入時の 4分の 1 
4)	 購入時の 8分の 1 
5)	 放射能はほとんど失われ、ゼロに近い 
 
	 


