
問題１（生物学） 
 
問１）哺乳類の糖質代謝に関する以下の文章を読み、(1) ～ (3) の設問に答えよ。 
 
 フルクトース 1,6-ビスリン酸は、（ a ）と呼ばれる酵素の触媒により、（ b ）と（ c ）になる。
（ b ）と（ c ）は、（ d ）と呼ばれる酵素により、相互変換が可能となる。（ b ）はさらに代謝
されて（ e ）になる。（ b ）から（ e ）になる反応は、解糖系で唯一の酸化反応であり、その酵
素反応には補酵素として（ f ）を必要とする。この反応により、酸化型分子である（ f ）から還
元型分子である（ g ）が作られる。細胞質内の（ g ）はミトコンドリアの（ h ）膜を通過する
ことができない。したがって、酸素供給が十分な時には、細胞質内の（ g ）から渡される（ i ）
がシャトルを介してミトコンドリアの（ h ）膜を通過することになる。その後（ i ）は（ j ）系
を経由して最終電子受容体である（ k ）に渡される。この（ j ）系を介して、（ l ）が（ m ）
側から（ n ）側にくみ出される。これが（ l ）駆動力となり、それと共役して（ o ）と呼ばれ
る酵素が ADPとリン酸から ATPを合成する。 
 
(1)（ a ）～（ o ）に最適な語句を記せ。ただし、補酵素は略号を用いてもよい。 
(2) 酸素供給が不十分なときは細胞質内に（ g ）が貯まり、解糖系が進行しなくなる。その際には、

どのような経路で（ f ）を再生するか。簡潔に説明せよ。 
(3) 化合物（ e ）と ATPの化学構造を記せ。 
 
 
問２）S → P という反応を触媒するある酵素を精製して、SDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳動
にかけ、Coomassie Brilliant Blue（色素）で染色したところ、図のような結果を得た。また、酵素活
性を測定したところ、典型的な Michaelis-Menten 型の速度論的性質を示した。次の問に簡潔に答
えよ。 
 

  MW = molecular weight; 2ME = 2-mercaptoethanol 
 
(1) SDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳動では、タンパク質を分子量の大きさによって分けること

ができる。この原理を１００字程度で説明せよ。 
(2) 一つの酵素の精製標品が、メルカプトエタノール存在下では B、 Cという２本のバンドを、非

存在下では Aという１本のバンドを与えた理由を推定せよ（１００字程度）。 
(3) 基質の初濃度 [S] （x軸）と反応初速度 V0 （y軸）の関係を示すグラフを描け。図中に最大初

速度 Vmax および Michaelis-Menten 定数 KM も示すこと。また、反応溶液中に一定濃度の競
争阻害剤 I が存在するときには、基質の初濃度と反応初速度の関係はどうなるか。同じ図に描
き込め。 

(4)  I はどのような性質をもつと考えられるか。５０字程度で説明せよ。 



問題２（生物学）

問１）　以下の文の下線 が正しい場合は○を、間違っている場合は正しい 句等を記入せよ。
(1) ヌクレオソームの一 であるヌクレオソーム・コア粒子は、チューブリンとよばれるタン

パク にＤＮＡの二重らせんが巻きついたものである。

(2) 複製フォークでは、リーディング鎖に岡崎フラグメントが現れる。

(3) ヌクレオチドを構成する４種 の塩基のうち、プリンはアデニンとグアニンである。

(4) ＤＮＡの一 に損傷が こると、まず、種々の 素がその 分を切り取る。続いて、修復

ポリメラーゼが、正常な鎖を鋳型にしてその 分を再合成する。最後に、ヘリカーゼが間

隙をつなぎあわせて、修復が完了する。 　

(5) 伝子の上流域にはエンハンサーがあり、そこにＲＮＡ合成の開始点を示す塩基配列が含

まれている。ＲＮＡポリメラーゼは、その配列を認 してＲＮＡ合成を開始する。

(6) ＤＮＡからの一次転写産物は、5'末端に、メチル化グアニンを含む特殊なヌクレオチドが

付加される。この過程をＲＮＡスプライシングという。

(7) ＤＮＡからの一次転写産物の 3'末端には、ポリＵ尾 が付加される。

(8) 一次転写産物から、さらにレプリコンが取り除かれる。これが完了したＲＮＡは、機能す

るｍＲＮＡとして核から運び出される。

(9) 下図は、仮想的なｍＲＮＡの塩基配列の一 である。このｍＲＮＡの矢印で示す 位から、

翻訳が始まった。この場合、作られるタンパク は１０個のアミノ酸からなる。

5' --CCAUGGUAGCCGGACACUACGAAUCUUCAAUUAACGUAUAACUGACACCU-- 3'

(10) 下図に示す塩基配列のＤＮＡが水に溶けている。この水溶液の温度を徐々に上げると、２

本鎖から１本鎖への 離は、A → B → C の順で こると予想される。

5' AACTGTCAAGTAGCTACAGTAATCGACTTACATAAT 3'
3' TTGACAGTTCATCGATGTCATTAGCTGAATGTATTA 5'
5' AACTGTCAAGTAGCTACAGTAATCGA 3'
3' TTGACAGTTCATCGATGTCATTAGCT 5'

5' GGCTGCCAGGTCGCTGCAGCACGCGACTGGCACCAG 3'
3' CCGACGGTCCAGCGACGTCGTGCGCTGACCGTGGTC 5'A

B

C

問２）　制限 素に関する以下の各問いに答えよ。
(1) ヒトのゲノムＤＮＡは、半数体あたり、3.0 × 10９ のヌクレオチド対からなる。制限 素

HinfI の認 位は、GANTC である。N は、G、A、T、Cのどれでもよい。半数体ヒトゲノ

ムＤＮＡにおける HinfI の認 位の数を推定せよ。

(2) 制限 素 EcoRI (a) と PstI (b) は、各々、以下のような認 位と、矢印で示した切

断 位をもつ。２本鎖ＤＮＡを、EcoRI または PstI で切断した後、dNTPs の存在下で、

Klenow fragment（あるいは T4 DNA polymerase）で反応させた。反応後の２本鎖ＤＮＡ

末端の配列を、(a)・(b) のそれぞれについて示せ。

5' -GAATTC- 3'
3' -CTTAAG- 5'

(a) EcoRI 5' -CTGCAG- 3'
3' -GACGTC- 5'

(b) PstI

(3) ２本鎖ＤＮＡを、EcoRI のみ、PstI のみ、あるいは、EcoRI と PstI の両方で切断する反

応を行った。制限 素反応後のサンプルを 気泳動した結果、以下のようなバンドパター

ンを得た。このパターンから、この２本鎖ＤＮＡの制限 素地図を作成せよ。
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問題３ 
 
問１）あるバクテリアにおいて鉄イオンの輸送（トランスポート）や貯蔵に関

与する遺伝子の発現は、培地中の鉄イオン（Fe2+）濃度により調節されて

おり、この調節には転写調節タンパク質FerRをコードするferR遺伝子が中
心的役割を果たしている。野生株とferR欠失株において、培地中のFe2+濃

度が高い場合と低い場合で、鉄イオントランスポーターの遺伝子fet と鉄
貯蔵タンパク質の遺伝子fesのmRNA レベルをノーザンブロット法によ
り解析すると図１の結果が得られた。 fetおよびfesの発現調節について、
これらの結果からいえることを簡潔に述べよ。 

問２）fet のプロモーター領域にはFerRが結合できる配列が存在する。このこと
を考慮して、培地中のFe2+濃度に応答したfet の発現調節モデルを提案せ
よ。 

問３）fesの発現調節には ferRに加え、低分子 RNAをコードするもう一つの遺
伝子 ferXが関与していることが明らかになった。ferX変異株および ferR 
ferX二重変異株における fes mRNA レベルを解析すると図２の結果が得
られた。また、野生株と ferR欠失株における ferX RNAレベルは図３の
ようであった。これらの結果から fes 遺伝子の発現制御における ferR と
ferXの役割について考察せよ。 

問４）ferX RNAとfes mRNAは部分的に相補的であることが明らかになった。こ
のことを考慮して、培地中のFe2+濃度に応答したfes遺伝子の発現制御機
構のモデルを提案せよ。 
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問問問問題題題題４４４４（（（（生生生生物物物物学学学学））））

マウスやニワトリをモデル系とした四肢形成過程における位置指定機構について、

以下の設問に解答せよ。

問１） 肢芽の遠近軸に沿った成長と形態形成を支える組織間相互作用につい

て、相互作用を明らかにした実験及び相互作用に関与する因子や組織名について

解説せよ。

問２） 四肢骨、特に自脚（手首や足首を含みこれよりも遠位側の領域）の前

後軸に沿った骨パターン形成は、肢芽の後部に存在する極性活性化領域からのシ

グナルに依存している。この機構について以下の設問に答えよ。

（１）極性活性化領域で発現し、自脚の前後軸に沿った骨パターン形成を制

御するシグナル因子 X について、その名称と構造的特徴及び肢芽以外の組織

での位置指定に関わる役割を述べよ。

（２）シグナル因子 X と、肢芽間充織で X とほぼ相補的な発現様式を示す転

写調節因子 Y については、標的遺伝子破壊マウスが作成されている。それぞ

れの標的遺伝子破壊のヘテロ接合個体の表現型は野生型と同じであったが、

ホモ接合個体やダブルホモ接合個体は下図に示すような表現型を示した。こ

れらの表現型から X と Y の関係及び、X と Y の自脚軟骨パターン形成におけ

る機能について考察せよ。

hu:上腕骨

ra:橈骨

ul:尺骨

1-5:指骨１−５

ra/ul：橈骨と尺骨が融合

矢印で示した組織は自脚軟骨

と思われる。

図の出典：Nature 418, 979-
983 (2002)



問題５(生物学)

昔から酵母から哺乳動物まで種を超えたさまざまな生物において、カロリー制限

によって寿命が延びることが知られている。線虫においては、カロリーが十分あ

る場合にインスリン様増殖因子 (IGF) が産生され、図１に示した経路が活性化さ

れることが明らかになっている。この経路は最終的に寿命の延長に働く遺伝子発

現に必須である転写因子 DAF-16 を負に制御する。この経路を証明した際に行われ

た実験とその結果を考え、以下の問いに答えよ。図２にこの経路を証明した実験

の一つの例として、IGF レセプターである DAF-2 の欠損変異株 (daf-2(m577))にお

いてその寿命が著しく延びる実験結果を示した。

　　　　　　　　図１　　　　　　　　　　　　　　　　　　図２

問い：以下のことを明らかにする実験をデザインしてその概要を述べよ。

問１) AGE-1 がこの経路で必須の働きをしているかどうか?

問２) DAF-16 が DAF-2 および AGE-1 の下流で働いているかどうか?

問３) AKT-1/AKT-2 によるリン酸化が DAF-16 の不活性化に必須であるか

     どうか?

注意点：AGE-1 は AKT-1/AKT-2 を活性化し、DAF-16 をリン酸化する。AKT-1/

AKT-2 によってリン酸化された DAF-16 は転写活性化機能を失う。

Nature Reviews Genetics 3, 165 -175 (2002)
Linda Partridge & David Gems

Genetics 154, 1597 -1610 (2000)
David Gems & Donald Riddle



  
 

 

シロイヌナズナの染色体 DNA 上にトウモロコシの自律性転移（性）因子 Ac

を導入し、Ac因子の転移によって様々な遺伝子変異体を作出した。それらの変

異体には花器官に異常が見られるもの等があった。

問１）植物細胞へ遺伝子を導入し、導入遺伝子のDNAを染色体上に持つ植物体

を作出する一般的な方法を１つ挙げ、その概略を簡潔に述べよ。

問２）遺伝子 X ヘの Ac の挿入によってがくと花弁のみを持つ花が生じた。遺

伝子 Xはどのような遺伝子であると考えられるか答えなさい。

問３）上記の様な遺伝子 X の変異体の花はがくと花弁しかできないため種子が

得られないと考えられた。しかし実際には少数の種子を得る事ができた。

その理由を考察しなさい。

問４）Ac因子の挿入によって破壊された遺伝子を特定する方法を簡潔に述べよ。

問５）また、別の系統においては Ac 因子の挿入によって遺伝子 Y の機能が失

われていた。この変異に関するヘテロ接合体（Y/y）を自家受粉して得ら

れた次世代植物を調べたところ、発芽した個体はすべて野生型の表現型

を示した。さらに、それら植物体の遺伝子型を調べたところ、変異遺伝

子のホモ接合体は得られず、野生型ホモ接合体（Y/Y）とヘテロ接合体

（Y/y）の分離比は、約 1:1 であった。

（１）この遺伝子変異体ではどのような事が起こっていると考えられるか

述べよ。ただし、yは劣性の変異である。

（２）さらに、その考えが正しいかどうかを検証するにはどのような実験

を行えば良いかを述べよ。

 



問題７（生物学）

下図は電子顕微鏡で観察した動物細胞の概略図で、複数の教科書からの引用

である（図cとgは立体図、それ以外は平面図。図は各細胞の相対的な大きさを示して

いるわけではない）。

図a-hの各図について以下の問に答えよ。解答は各図ごとに記せ。

　　　細胞の構成の特徴を概略図に基づいて簡潔に記述せよ。また、その

　　　構造は、どのような機能と関係するか述べよ。

　　　どのような組織の細胞と考えられるか、該当する細胞名または組織名

　　　を挙げよ。

問１ 

問２　



a, b, d, f: Alberts et al “細胞の分子生物学”、ニュートンプレス（1995）

c,g: Krstic “立体組織学図譜”、西村書店（1986）

e,h: Bloom and Fawcett “A Text Book of Histology”、医学書院（1986）



問題８（生物学） 

キイロショウジョウバエでは、遺伝子の機能を解析するのにクローン（モザ

イク）解析法がよく用いられる。これでは、目的の遺伝子の突然変異に関して

ヘテロ接合の個体に X 線照射などで体細胞組換えを誘発して、突然変異ホモ接

合のクローンを作成する。そして、そこでの表現型を解析するものである。こ

の時、変異染色体と正常染色体をそれぞれ適当な劣性マーカーで標識しておく

と、変異クローンと正常クローンとを識別することができる。

キイロショウジョウバエで劣性致死突然変異体を分離した。致死期は蛹期

の初期で、幼虫は外見は正常であった。しかし、体内の成虫原基の発育不全が

顕著であった。上記の方法で、複眼原基でこの突然変異にホモ接合のクローン

を作成したところ、クローンの辺縁部の各個眼は正常であったが、中央部の個

眼において視細胞の減少が見られ、複眼の形態異常を示した。

問１）この遺伝子産物の性質・機能について議論せよ。

問２）上記の性質・機能を確認するためには、どのような実験を行えばよいか

述べよ？

問３）クローン解析法の利点について述べよ。



問題 ９（生物学）

　以下の文章を読み、各問に答えよ。

　真核生物の体細胞分裂周期の進行と染色体ＤＮＡ複製の制御には、サイクリ

ン依存性キナーゼ（ＣＤＫ）が重要な働きをしている。細胞周期のＧ１期にお

いてＣＤＫ活性が上昇することによって、細胞はＳ期に進行し、染色体ＤＮＡ

の複製を開始する。続くＧ２、Ｍ期にかけてＣＤＫ活性は く保たれ、Ｍ期の

開始にもＣＤＫ活性が必要である。Ｍ期に細胞が分裂すると同時にＣＤＫ活性

が低下し、次のＧ１期が始まる。一旦Ｓ期に複製が こると、続くＭ期が終わ

るまで再複製は 止されており、染色体ＤＮＡは１細胞周期の間に１回だけ複

製される。この仕組みを調べるために次のような実験が行われた。

　通常一倍体として増殖する分裂 母を用い、 温に置くと二倍体となる温度

感受性突然変異株の分離が行われた。一倍体の分裂 母を低温の２５℃で培養

しながらメタンスルホン酸エチル（ＥＭＳ）で処理し突然変異を誘発した。次

に、この変異処理した分裂 母を 温の３６℃で１~３時間培養した後２５℃

に戻して培養し、二倍体となった温度感受性突然変異株を分離した。得られた

１６の変異株中１４株は 温で細胞分裂時に染色体の分離が異常になる変異だ

ったので除外した。残る２株はどちらも分裂 母のＣＤＫをコードするcdc2

伝子に変異が きていた。この２株の内、１株は既に劣性の温度感受性突然変

異として分離されていたcdc2-M26変異と同じ変異を持ち、もう１株も既に分離

されていた劣性の温度感受性突然変異cdc2-33変異と同じ変異であった。

　そこでcdc2-M26変異株を先ず２５℃でＧ２期に同調し、次に 温下に移して

数時間培養し、その後２５℃に戻すと、細胞はＭ期に進行せずに次のＤＮＡ複

製（再複製）を行い、二倍体となることが分かった。一方、 温に移した後そ

のまま 温下で培養を続けると、細胞はＭ期に進まず複製も こさなかった。

また、 温下に細胞を置くと変異cdc2 伝子産物は消失し、低温に戻すと再び

発現していた。

問１）ＥＭＳが突然変異を誘発する仕組みを書け。

問２）染色体分離に異常を示す株が二倍体を生じた理由を考えて書け。

問３）既に分離されていたcdc2-33変異株は、 温に置くとＧ１期かＧ２期で

細胞周期を停止することが知られていた。一方、上に述べた実験では同

じcdc2-33変異株で再複製が見られた。それぞれの表現型の現れた理由

を考えて説明せよ。

問４）上記の実験で 温から低温に戻した時、cdc2変異株は細胞周期のＧ１期

の状態になっていると考えられた。その理由を考えて説明せよ。

問５）上の実験結果と細胞周期におけるＣＤＫの活性変化を対応させて、再複

製を抑制する仕組みを説明せよ。
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問題１１（物理学）

次の２問に答えよ。

問１）箱をなめらかな水平台板上におき、箱の天井から単振り子をつるす。振り

子をその糸が鉛直でない位置で静かに放したとき、箱はどのような運動をする

か。運動を定量的に記述するために必要な物理量は、各自が導入して答えよ。

問２）子どもＡがおもちゃの自動車Ｂを引っぱって歩いている。点Ａは直線上

を同じ向きに動くが、その速さは必ずしも一定ではないとする。点Ｂは常に点

Ａに向かって動き、しかも点Ａからの距離が一定に保たれるものとする。この

時、点Ｂから点Ａの軌道上に下ろした垂線の足を点Ｃとすると、点Ｂの速さは

点Ａの速さと点Ｃの速さの幾何平均になることを示せ。



問１）

問２）

問題１２（物理学）

以下の文章を読み、各問に答えよ。

　氷の融解熱は、１気圧、０℃でΔH＝1436cal /molであり、水の蒸発熱は、１気

圧１００℃でΔH＝9717.1cal / molである。水の低圧比熱は０℃から１００℃

まで一定18.05cal / degmolとして、１モルの氷（０℃）を１モルの水蒸気（１０

０℃）にしたときのエントロピーの差を有効数字２桁まで計算せよ。（ただし

log(373/273) = log1.366 = 0.312を用いよ）

　固体状態で定圧比熱CS (cal / degmol)、液体状態で定圧比熱C1 (cal / degmol)

を持つ物質がＭモルあるとする。またこの物質は温度T0 で固体から液体に代わ

るときに潜熱Q0 (cal / mol)を吸収するものとしよう。いま、全ての比熱が温度

によらない（過冷却状態でも液体の比熱はC1 ）と仮定すると、温度T1 (<T0 )の過

冷却液体Ｍモルは、同じ温度の固体Ｍモルと比べてどれだけ多くのエントロピ

ーを持っているか。

～ ～



問題１３（物理学）

問１．

問２．

  軸に平行に進行する波長λの平行光線が、  ＝０において  軸とは直角である  方向に等間

隔dで並ぶ   個の粒子（無限に小さい光散乱体）で散乱されると考える(図1)。各々の粒子から

散乱される光の振幅は等しく、位相は揃っており、かつ互いに干渉するとする。  ＝P(Pはdに

比して十分に大きいとする)の位置に  軸に垂直に置かれたスクリーン上に干渉縞が見える

であろう（図２）。各散乱体からスクリーンに到達する光には光路差があるため、各散乱体から

の光波を重ね合わせたときに干渉が起きることによる。

以上では幾何学的な考察から干渉縞の間隔のみを考察したが、以下では干渉縞の間隔のみでは

なく幅や明るさ（強度）などを定量的に考察する。

 ＝0にある光源から 方向に向かって進む波長  の平行光線（平面波）は、位置 、時間tにおいて

あるいは、複素数表示で

と表現される。また光の強さは　　　 で表される。ここでAは振幅、cは光速、φは  =0,t=0で

の位相である。

スクリーン上にできる干渉縞の間隔を  の関数として求めなさい。  が小さい範囲で

考える、すなわち、        の近似を使いなさい。

上で  =0.63    、   =630   （赤いレーザ光）、  =3  のとき、スクリーン上の干渉縞の

間隔はおよそ何ミリか？有効数字２桁で答えなさい。

¦Ａ¦
2

z

z z z

z

z

z

z

z x

ｍ

λ

d Pλｍｍ ｎｍ ｍ

sin ~~θ θ

θ θ



問３．

問４．

問５．

問６．

なお、上記　問３－問６を

考えるとき、関数

は図３のような関数であることを参考にしなさい（図３では  ＝10としている）。

各散乱体からの光波を式で書き下ろすことによって、スクリーン面の　軸上（図２参

照）の光の強度を  軸からの角度  の関数として求めなさい。散乱体で散乱されずに直

進する光の寄与は無視できるとする。また、問１と同じように　　　　 の近似を使い

なさい。

縞の中心で強度（ピーク強度）は  が変わるとどのように変わるか述べなさい。

個々の明るい縞の幅（強度がピークの半分以上である部分の幅、図３のＦＷＨＭ）は　

が変わるとどのように変わるか述べなさい。（図３に示すように個々の縞の幅は同じで

あるが、厳密には入射角度によって多少異なる。ここでは簡単のため中央の明るい縞に

ついてだけ考えよ。また、縞の幅は近似的に、縞の中心から強度が初めてゼロになる位

置までの距離と考えてよい。）

問２で用いた数値  =0.63ｍｍ、  =630ｎｍ、  =３ｍが成り立つとき、スクリーン上の縞の

幅はおよそ何ミリか？  =3,  =10の場合について求めなさい。有効数字２桁で答えなさい。

ξ
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ｍ

ｍ

m

θ

sin ~~θ θ
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問題１４（物理学）

１）空気中（比誘電率  ＝１とし、真空中の誘電率   とせよ）に浮遊している電荷Qに

帯電した半径Rの一滴の液体（液滴）を考える。この液滴の持つ自己エネルギーを求め

たい（重力と蒸発の影響は考えない）。そのためには、その液滴に無限遠からわずかな

電荷dqを持ってきて半径Rの球面に与えていくことを考えるとよい（このとき、ガウ

スの定理により、液滴と微少電荷間の力は液滴の荷電が中心に集中したとして計算で

きること、液滴の誘電率を考慮する必要は無いことを用いよ）。液滴を、電荷０からQま

で荷電するために必要な総仕事量を導くことにより、自己エネルギーを求めよ。

２）空気中でQに帯電した半径Rの水滴について考える（重力の作用は無視してよいと

するが、この問題では、水滴の蒸発の効果を考える）。水滴には表面張力  （＝単位表面

積あたりのエネルギー）が生じており、その表面張力  は半径Rに依存しない。水滴が

蒸発していくと、最初は、総荷電量が一定のまま、半径が小さくなっていく。しかし、あ

る半径になったとき、水滴は不安定になり小さな小滴に分裂する（Raleigh 限界）。水滴

が不安定になるときの半径を表わせ。

３）水滴の電荷Qが100e、表面張力  が72mN/mのとき、Raleigh 限界が生じたときの

液滴の体積を計算せよ。このとき、以下の値を用いよ。

　＝1（空気中）,　＝8.85×10-12 C2 / J / m, e＝－1.60×10-19 Ｃ and    ＝3.14

ε

ε ε0

ε0

γ

γ

γ

π




