
問題 １ （生物学） 
 
 
問１） 下記の文章を読んで、（１）〜（７）の設問に答えよ。 
 解糖系で得られたピルビン酸は、好気条件下ではクエン酸（TCA）サイクル

により H2O と CO2 に分解される。クエン酸サイクルにおける各ステップの標準

自由エネルギー変化（生物学的標準反応ギブズエネルギー）∆G°´を表１に示す。

クエン酸サイクルでは、１サイクルで得られる自由エネルギー変化を直接、間

接に用いて ATP を産生する。他方、ピルビン酸をクエン酸サイクルに渡さずに

乳酸へと変換することで、解糖系のみに依存して ATP を産生する場合がある。

ここで働く酵素の一つが乳酸脱水素酵素（LDH）である。X 線結晶構造解析で

明らかとなったこの酵素の活性部位の構造より（図 1）、この酵素によって触媒

される反応の遷移状態は、図 1 の挿入図のような構造だと考えられている。 
 

図１ LDH の活性部位の模式図 
 
（１）（ア）と（イ）に該当する化合物名を記せ。 
（２）アセチル CoA がクエン酸サイクルで CO2 へと酸化される際、得られた還

元力が NADH 以外のヌクレオチド誘導体に蓄えられるステップがある。

このヌクレオチド誘導体の名称と、その反応に関わる酵素名を答えよ。 
（３）表１を見ると、クエン酸→イソクエン酸やリンゴ酸→（ア）のステップ

の∆G°´は正であり、この方向の反応は標準状態では自発的に起こらない。

クエン酸サイクルが、この∆G°´を越えて進むのはなぜか説明せよ。 
（４）酵素が、その触媒する反応の∆G および∆G‡（活性化自由エネルギー、ま

たは、活性化ギブズエネルギー）に与える影響を略述せよ。 
（５）下線の代謝を何というか。また、ほ乳類ではどの組織中で、どのような

状態の時にこの代謝が見られるか記せ。 
（６）X 線結晶構造解析以外にタンパク質の３次元構造を決定する方法を一つ

挙げ、この方法が X 線結晶構造解析に対して優れている点、劣っている

点を一つずつ記述せよ。 
（７） LDH の Arg171 残基を Lys 残基に置換すると、ピルビン酸に対する KM が

2,400 倍上昇する。Arg と Lys いずれも塩基性アミノ酸ながらこのような

違いが生じる理由を、図１の構造をもとに基質結合の観点から説明せよ。 

ステップ ∆G°´ 
[kJ mol-1]

アセチル CoA、（ア）→クエン酸   -32 

クエン酸→イソクエン酸      5.0 

イソクエン酸→2-オキソグルタル酸   -21 

2-オキソグルタル酸→スクシニル CoA   -33 

スクシニル CoA →（イ）     -2.1 

（イ）→フマル酸      6.0 

フマル酸→リンゴ酸     -3.4 

リンゴ酸→（ ア ）     30 

表１ クエン酸サイクルの各反応の∆G°´ 



問２）脂質（lipid）は細胞の主要な成分のひとつである。生体を構成する脂質は

多様な構造をもち、各々が異なる機能を担っている。下記の文章を読み、（１） 

〜（８）の設問に答えよ。 

 a)生体膜の基本構造は（ア）とよばれ、その主成分である（Ａ）が集まり二次

元的に広がったものである。（Ａ）を構成する長鎖カルボン酸は（Ｂ）と呼ばれ、

それらのうち炭素鎖に二重結合を持つものを（イ）、もたないものを（ウ）と呼

ぶ。生体膜にはその基本構造をつくる脂質のみでなく、タンパク質が含まれて

おり、生体膜の多くの機能は b)膜に存在する様々なタンパク質によって担われる。 

 ヒトが食事によって体内に取り込んだ c)（Ｃ）は膵臓から分泌される（エ）に

よって消化されて脂質混合物となる。それらは（オ）細胞に吸収されて再度（Ｃ）

に変換されたのち、コレステロールとともに（カ）と呼ばれるリポタンパク質

と結合し、リンパ管を経て大静脈に入り血流に乗って身体中に運ばれる。d) 脂

肪組織に蓄えられた（Ｃ）は代謝の需要に応じてホルモン感受性の（エ）によ

って分解される。これにより血中に放出された（Ｂ）は、（キ）と結合して血中

を移動し、細胞内に取り込まれたのちエネルギー源として酸化されるか、再（ク）

化されて（Ｃ）や他の複合脂質に再合成される。 

 

（１）文中の（Ａ）〜（Ｃ）に 入る適切な語を以下から選べ。 

   脂肪酸、モノアシルグリセロール、ジアシルグリセロール、 

   トリアシルグリセロール、グリセロリン脂質、スフィンゴシン、 

   ステロイド 

（２）文中の（ア）〜（ク）に適切な語を入れよ。 

（３）文中の（イ）と（ウ）について、生体にみられる代表的な分子の中から

炭素数２０以下のものをそれぞれ二つずつ挙げよ。常用名（一般名）ま

たは系統名のいずれを用いてもよい。 

（４）文中の下線 a)に示される膜構造は、一定の温度以下になると相転移を起

こしてゲル状の固相となり流動性が失われ、転移温度（融点）以上では

流動性が大きく液晶の状態となる。この融点に影響を与える文中の分子

（Ｂ）の構造上の特徴を二つ挙げ、それらが融点とどのような関係にあ

るか記述せよ。 

（５）文中の下線 b)のタンパク質は、生体膜との結合様式の違いにより３つの

タイプに分類される。それら３つを挙げ、生体膜と結合する機構につい

てそれぞれ３０字程度で説明せよ。 

（６）文中の下線 c)の過程における胆汁酸の役割を、消化と吸収のそれぞれの

段階について述べよ。 

（７）文中の下線 d)に関わるホルモンを一つ挙げよ。 



（８）下記の図はホスファチジルイノシトール 4,5-ビスリン酸（PIP2）の構造式

である。ホスホリパーゼ C を PIP2 に作用させたときの生成物を図２にな

らい構造式で示せ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図２ ホスファチジルイノシトール 4,5-ビスリン酸 

 



問題  ２（生物学） 
問１）次の（１）、（２）の文章を読み、①~⑯に当てはまる語を記入せよ。 

 

（１）RNA は DNA と３つの点で異なる。第１に、主鎖が含む糖は DNA では
（ ① ）であるが、RNAでは（ ② ）である。第２に、RNAはチミンの代
わりに（ ③ ）を含む。第３に、RNA は通常、一本鎖（ ④ ）として存在
する。ある種の（ ⑤ ）を除いては、RNA は遺伝物質ではないので、複製の
鋳型となる必要はない。むしろ RNAは、遺伝子からタンパク質合成に至る間の
仲介役、mRNAとして役割を果たす。RNAはまた、mRNAのコドンとアミノ酸
の間のアダプター、（ ⑥ ）として機能する。RNAは（ ⑦ ）の RNA構成
要素の場合のように、構造的な役割も演じる。RNA には酵素として働き、化学
反応を触媒するものがある。これは（ ⑧ ）とよばれ、RNアーゼ Pなどが知
られている。 
 
（２）真核生物の間期の染色体中で、特に強く色素に染まる部分は（ ⑨ ）

とよばれ、最も凝縮度の高い部分である。通常、（ ⑨ ）は間期染色体の１０％

程度を占めており、哺乳類では染色体中で（ ⑩ ）付近と末端の（ ⑪ ）

に集中している。一方、（ ⑨ ）以外の凝縮度の低い部分は( ⑫ )とよばれ
る。哺乳類のメスの細胞中では２本の X染色体のうち 1本全体が（ ⑨ ）と
なっており、そこでは DNAを構成する塩基である（ ⑬ ）の（ ⑭ ）化レ
ベルが高く、（ ⑮ ）のアセチル化レベルが低下し、遺伝子発現が（ ⑯ ）

されている。 
 
 
問２）次の文章を読み、（１）、（２）の問に答えよ。 
 
ある真核生物のタンパク質 X を大腸菌内で発現させるために、図１A に示した
タンパク質 X 遺伝子の cDNA断片を EcoRI で切断した後、EcoRI で切断したク
ローニング用大腸菌プラスミド pNGYの EcoRI認識部位（図 1B）に挿入した。 
 
 
 
 
 
 
 



 
A                                B 

 

 

 

図１ (A)タンパク質 X遺伝子 cDNA断片

の模式図。ATG、stopは Xの開始メチオ

ニンコドンとストップコドンの位置を表

す。数字は制限酵素認識部位 5’末端の位置を塩基対(bp)単位で表している。cDNAの全長は

1455 bpである。(B) pNGYの模式図。上部に pNGYの塩基配列の一部を示した。下線は制

限酵素認識部位を、白抜きの矢尻は制限酵素によって切断される箇所を、矢印は T7プロモ

ーターの転写方向をそれぞれ示す。pNGYの大きさは 2686 bpであり、pNGYには示された

箇所以外に EcoRI、SmaI認識部位は存在しない。 
 

(１)タンパク質 Xが T7プロモーターによって発現するように cDNAが挿入
された場合、このプラスミド DNAを制限酵素 Sma Iで切断したときにど
のような長さの DNA断片が生じるか。生じる DNA断片の正確な長さを
すべて記せ。計算式も示すこと。ただし、２分子以上の cDNAが連結さ
れて pNGYに挿入されることはないものとする。 

(２)真核生物の遺伝子を原核生物の細胞で発現させる場合にはゲノム DNA
ではなく cDNAを用いることが多い。その理由を簡潔に述べよ。 

 

 

問３）次の文章を読み、（１）から（４）の問に答えよ。 

 

ショウジョウバエの A、B、C という３つの遺伝子座は相互に独立した形質に関
係し、各遺伝子座の変異である a、b、c はそれぞれホモ接合で「眼の色」、「翅
脈（しみゃく）パターン」、「翅（はね）の形」が異常となる表現型をしめす。a、
b、cはそれぞれの野生型遺伝子とのヘテロ接合では異常を示さない。 
 ３遺伝子座の位置関係を交雑実験によって調べることにした。AA bb cc系統と
aa BB CC 系統を交配して得たメスを、aa bb cc系統のオスと交配して子の表現
型を調べたところ、次の表の結果を得た。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表のア～クの中で組換え型配偶子に由来する個体群（以下、組換え体と呼ぶ）

は[ ① ]である。このうち、A – B遺伝子座についての組換え体は[ ② ]であ
り、組換え価は（ ③ ）％となる。B – C遺伝子座についての組換え体は[ ④ ]
であり、組換え価は（ ⑤ ）％となる。A – C 遺伝子座についての組換え体は
[ ⑥ ]であり、組換え価は（ ⑦ ）％となる。 

1)以上の結果から、A、B、C ３遺伝子座が連鎖していることがわかる。 さら
に、A、B、Cのうちで中間に位置するのは（ ⑧ ）である。 また、この結果
では『「両端の遺伝子座の間での組換え価」<「右端と中間の遺伝子座間の組換
え価」＋「中間と左端遺伝子座間の組換え価」』となり、組換え価は厳密には加

算性を示さない。2)その理由は、減数分裂時に一本の染色体上で複数の（ ⑨ ）

が生ずることがあるからで、実際、[ ⑩ ]はその現象の産物と考えられる。 
 

（１）文中のカッコ①～⑩について、[   ]にア～クの中から適当なものを、
（   ）に適当な語・数値を記入せよ（③、⑤、⑦ は計算式も記すこと）。 

（２）下線部１) の「連鎖していることがわかる」理由を述べよ。 
（３）下線部２) の現象の効果を加味して両端の遺伝子座間の組換え価を求め

よ（計算式も記すこと）。 

（４）AA bb cc系統と aa BB CC 系統を交配して得たオス
．．
を、aa bb cc系統のメ

．

ス
．
と交配して子の表現型を調べたところ、アとイの表現型を示す子がほぼ

同数得られたが、ウ～クの子孫は現れなかった。この結果を考察せよ。 
 
 

  
A: 眼の
色 

B: 翅脈パターン 
C: 翅の
形 

個体数 

ア 変異型 野生型 野生型 401 

イ 野生型 変異型 変異型 409 

ウ 変異型 変異型 野生型 31 

エ 野生型 野生型 変異型 28 

オ 変異型 変異型 変異型 61 

カ 野生型 野生型 野生型 65 

キ 変異型 野生型 変異型 2 

ク 野生型 変異型 野生型 3 

    合計 1000 



問題 ３（生物学） 

 

脊髄は、脊椎動物の中枢神経系後端に位置する神経組織である。脊髄のニュー

ロン分化過程はこれまで多く研究されており、細胞運命決定の良いモデルと考

えられてきた。その脊髄ニューロンの運命決定の初期過程の一つが、脊髄内で

の背腹軸形成である。脊髄の背腹軸形成は、脊髄の腹側に存在する（１）、脊髄

内の最腹側に位置する（２）、脊髄内の最背側に位置する（３）から分泌される

細胞間シグナル分子によって制御されることが知られている（図１）。細胞運命

決定が行われる前に、（１）を除去したニワトリ胚では（２）および運動ニュー

ロンが形成されない、一方（１）を脊髄の側方に移植した場合、（１）と接した

脊髄内に（２）が形成され、それより少し離れた位置に異所的に運動ニューロ

ンが形成されることが報告されている（図１）。これまでの研究から、（１）と

（２）から分泌されるタンパク質（４）と、（３）から分泌される（５）や（６）

のファミリータンパク質が、脊髄の背腹軸形成に重要な役割を果たしているこ

とが明らかとなっている。 

 

 

問１）上の文章の空欄（１）-（６）に対応する適切な言葉を記述せよ。 

 

問２）下線の現象が起こる機構を簡潔に説明せよ。また、分泌タンパク質（４）

のように、物質の産生源からの位置に応じて、複数種の細胞の運命を制御する

細胞間シグナル分子を一般に何と呼ぶか記述せよ。 

 

問３）問２のような性質を持った細胞間シグナル分子が発生現象を制御してい

る例をもう一つ、細胞間シグナル分子名と細胞運命制御機構を具体的にあげて

論じよ。 

 



腹側脊髄の脳室帯では、分泌タンパク質（４）のシグナルに依存して、種々の

転写因子が領域特異的に神経前駆細胞に発現する。これらの転写因子によって

細胞運命が決定するものと考えられている。これら転写因子の内、（４）のシグ

ナルにより発現が抑制されるホメオドメイン転写因子をクラス I、発現が増強さ

れるものをクラス II と呼ぶ。これらの転写因子の遺伝子を欠損したマウス変異

体では、これら転写因子の発現パターンが変化し（図２）、脊髄ニューロンの細

胞運命決定に異常を示す。 

 

 

問４）図２B の遺伝子欠損マウスのデータを基に、転写因子の相互作用を図３の

ように記載することができる。同様に、図２C の遺伝子欠損マウスのデータから

考えられる転写因子の相互作用を記載せよ（抑制は  、活性化は→で表すこと）。 

 

 

 

 

 

 

問５）上記の転写因子の内、Dbx1、Dbx2、Pax6、Irx3 はクラス I、Nkx6.1、Nkx6.2、

Nkx2.2 はクラス II の転写因子である。（４）のシグナルが、クラス I、II の転写

因子を介して、どのように多種類の細胞運命を決定していると考えられるか論

じよ。 



問題 ４（生物学） 

 
ショウジョウバエの発生サイクルで見られる状態または事象を時系列で示すと

次のようになる。 

１）受精卵、２）卵割（核分裂）、３）多核性胞胚、４）細胞性胞胚、５）原腸

形成、６）器官形成、７）ふ化、８）幼虫、９）蛹、１０）成虫。 

このことを踏まえて以下の文章を読み、問１〜５に答えよ。 

 ショウジョウバエでは（a）未受精卵において既に前後軸と背腹軸は決定されて

いる。前後軸は受精直後に生じる（ア）タンパク質の濃度勾配により具現化す

る。受精後間もなく６個の（イ）遺伝子が転写されるが、（ア）タンパク質およ

びナノス（nanos）タンパク質の濃度勾配はそれらの翻訳を調節し、（イ）遺伝子

産物の分布が胚を大まかな領域に分ける。（イ）遺伝子産物は１１個以上ある

（ウ）遺伝子を活性化し、その発現は胚に７つの区画を与える。それら遺伝子

の発現はさらに１６個以上の（エ）遺伝子の発現を誘導し、７つの領域をさら

に前後に分けて１４の区画（将来の体節に相当）を作る。（b）こうして受精後数

時間までには階層的な遺伝子発現によって初期パターン形成が終了する。区画

化が終わると、次の段階では、（オ）遺伝子が働き、将来の各体節にそれぞれの

形態的特徴を与える。（オ）遺伝子は 180 塩基対からなる（カ）をもち、これは

DNA 結合領域をコードしている。器官形成を終了しふ化した幼虫は脱皮を繰り返

しながら成長するが、成虫化に際し著しく形態が変化し、この現象は（キ）と

呼ばれる。（キ）は（ク）が分泌するステロイドホルモンである（ケ）により誘

導される。蛹期には幼虫の組織が崩壊する一方、（c）幼虫体内で未熟な状態で維

持されてきた（コ）が急速に成長発達し、成虫の体を作る。 

 

問１）（ア）〜（コ）に最も適切と思われる語を入れよ。 

問２）下線部（a）について：受精前に将来の前後軸が決定されるしくみを簡潔

に述べよ。 

問３）下線部（b）について：ショウジョウバエでの、こうした階層的な遺伝子

発現による胚の区画化は、昆虫の胚発生のある特徴に依存している面がある。

それは何か、また何故それが胚の区画化を可能ならしめるのか、簡潔に述べよ。 

問４）下線部（c）について：この過程は「決定 determination」と「分化 

differentiation」の違いをよく表している。この二つの発生学用語の意味を説明せ

よ。 

問５）発生のプロセスが遺伝子レベルで理解されるようになった結果、新しい

種や属を生み出す大きな進化のしくみを説明する新しい考えが生まれた。それ

はどのような考えかを考察し簡潔に記述せよ。 



問題 ５（生物学） 

 
被子植物の茎頂分裂組織のイメージング解析に関する以下の文章を読み、問い

に答えよ。 

 
茎頂分裂組織からの側生器官の形成には、植物ホルモンであるオーキシンが

関わる。茎頂分裂組織におけるオーキシンの分布と側生器官の形成の関係を調

べるために、シロイヌナズナの花序分裂組織を用いて以下の観察を行った。 
茎頂分裂組織から側生器官が形成される様子を経時的に観察するために、立

体的な組織を光学的切片として捉えることのできる顕微鏡法により観察した。

顕微鏡の光路の概要を図１に、その内部のフィルターおよびミラーの特性（GFP
観察時）を図２に示す。この顕微鏡法は、（ア）顕微鏡法と呼ばれ、光路中にピ

ンホールを２つ挿入することで、焦点面だけの蛍光を結像することができる。 
花序分裂組織でのオーキシンの分布を可視化するために、オーキシンに応答

して下流の遺伝子を発現させる人工的な転写調節配列 DR5 と、黄色蛍光タンパ

ク質をコードする YFP 遺伝子を用いて、プローブを作製した。また、花序分裂

組織で働くオーキシン排出輸送体 PIN1 の発現部位と細胞内局在を調べるため

に、GFP を用いたマーカーを作製した。PIN1 は細胞膜に存在するタンパク質

であり、細胞膜の一部に偏在することで、オーキシンの極性輸送を引き起こす。 
これらの外来遺伝子を両方とも導入した形質転換体を作製し、植物が生きた

ままの状態で観察した。その結果、花序分裂組織において YFP のシグナルが強

い領域が数箇所見られ、そのシグナル強度に正の相関を示すように GFP のシグ

ナルも観察された。GFP は YFP のシグナルが最も強い部分に向かうように、細

胞内で偏在していた。連続的な観察の結果、YFP のシグナルが強い領域は、初

期の花芽原基であることが示された。 

 

レンズ 



問１）使用した顕微鏡法は何と呼ばれるか、（ア）に当てはまる言葉を答えよ。 

 
問２）光路中の A と E のピンホール径を狭めることで、顕微鏡像はどのように

変化するか、２点挙げよ。 

 
問３）図２のグラフの点線 G は、図１の C にあるダイクロイックミラーの光透

過特性および光反射特性を示したものである。ダイクロイックミラーがこのよ

うな特性を示すことで、励起光および蛍光がどのように光路を進むか説明せよ。 

 
問４）図１のフィルターB および D は用いる蛍光物質の波長特性に応じて選択

する必要がある。GFP 観察時のこれらのフィルターの特性を示す図２のグラフ

はどれか、適切な組み合わせを以下の①～④から選べ。 
① B：F、D：H  ② B：F、D：F  ③ B：H、D：F  ④ B：H、D：H 

 
問５）文章中にある PIN1 のマーカーについて、どのようなコンストラクトを

作製したと考えられるか、プロモーター領域およびタンパク質コード領域の構

成がわかるように模式図で示せ。 

 
問６）文章中の観察結果に加えて、オーキシンを茎頂に与えると GFP の発現が

上昇し、一方オーキシンの極性輸送を特異的に阻害する薬剤を茎頂に与えると

GFP が花序分裂組織で一様に発現する様子が観察された。 
（１）オーキシンと PIN1 発現制御の関係について、どのような関係が予想さ

れるか、2 点挙げよ。 
（２）このことから、初期花芽原基でのオーキシン濃度の経時変化と、PIN1 の

発現レベルの経時変化は、それぞれどのように予想されるか答えよ。極

性輸送されるオーキシンの量は、PIN1 の量に比例するものとする。 

 
問７）図３に花序分裂組織の一部

を上から観察した像を模式的に示

す。イメージングの結果、花芽原

基が明確に確認され始めると、原

基の向軸側の境界付近で YFP シ

グナルの低下が観察された。この

領域の向軸側の細胞群では、GFP
の細胞内局在の反転（背軸側への

偏在から、向軸側への偏在に反転）が見られた。これらは、花芽原基の境界の

形成に加えて、花序分裂組織からの花芽形成における重要な意味を持つと考え

られる。どのような意味が考えられるか、問６の答えを踏まえて答えよ。 



問題６ （生物学） 

哺乳類の神経細胞間の信号を伝達するシナプスについて、以下の問１～６に

答えよ。 

神経細胞 I は、グルタミン酸を伝達物質とするシナプスを介して神経細胞 II

に結合している。神経細胞 I が活動電位を発生すると軸索終末からグルタミン酸

が放出され、神経細胞 II の膜に存在する受容体 Aと Bに結合する（図１）。その

結果、受容体のチャネルが開いて陽イオンが流れ込み、神経細胞 II にシナプス

電流が発生する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

神経細胞 II の膜電位を ＋20mV、0mV、－40mV、－80mV  に固定した条件で、神

経細胞 I を刺激して活動電位を発生させると，神経細胞 II では図２の実線で示

すシナプス電流が記録された（細胞内に流れる電流を下向きに表している）。さ

らに，受容体 B の阻害剤を細胞外液に加えると、シナプス電流は点線で示す波

形に変化した。 

 

問１）この実験で用いた膜電位固定システムを説明した以下の文章の（ア）～

（オ）のなかに適当な語や電極番号を入れよ。 

「膜電位固定システムでは、電極（ア）で測定された神経細胞 II の膜電位

を固定電位と比較して、その差が瞬時にゼロになるように電極（イ）か

ら電流を流し、神経細胞 II の膜電位を固定する。 

膜電位を固定しない通常の静止電位近くのシナプス伝達では、陽イオ

ンが神経細胞 II に流入して電荷がたまり神経細胞 II の膜電位は（ウ）分

図．１ 図．２ 

活動電位 



極する。ところが図１の膜電位固定システムを用いると、膜電位を一定

に保つためにシナプス電流と同じ大きさの電流を（エ）向きに電極（オ）

から流すことになる。したがって、その電流を測れば一定の膜電位にお

けるシナプス電流の向きと大きさを知ることができる。」 

 

問２）受容体 A のチャネルを流れる電流の大きさ（縦軸）と膜電位（横軸）の

関係をグラフに表せ。なお、電流が細胞内に流れる向きを負、細胞外へ流

れる向きを正とし、グラフには目盛りと単位を入れよ。 

 

問３）受容体を流れるイオン流の大きさ(Ii)は、オームの法則にしたがう。すな

わち、Iiは膜電位(Vm)とそのイオンの平衡電位(Ei)およびチャネルのコンダ

クタンス(抵抗(Ri)の逆数 Gi=1/Ri)で表される。  

受容体 A のチャネルにはナトリウムイオンとカリウムイオンが通りうる。

以下の２通りの膜電位ではナトリウムイオンとカリウムイオンはそれぞれ

細胞内外どちらの向きに流れるかを示し、その大きさを膜電位－50mV で流

れるイオン流に対する相対値で表せ。 

   なお、ナトリウムイオンの平衡電位 ENa = ＋50 mV 

         カリウムイオンの平衡電位 EK = －90 mV である。 

（１）－100 mV （２）＋50 mV 

 

問４）膜電位 0 mV では、受容体 Aを流れる電流は 0となっている。その理由を

説明せよ。 

 

問５）膜電位を以下の値に固定したとき受容体 B を流れるシナプス電流の概形

を描け（流れる向き，振幅，時間経過が分かるように描くこと）。 

（１）＋20mV  （２）0 mV  （３）－40mV  （４）－80mV 

 

問６）受容体 A と受容体 B を流れるシナプス電流から、２つの受容体のチャネ

ルの開き方の違いを述べよ。 



問題 ７（生物学） 

 

グルコース代謝に関する次の文章を読み、以下の問いに答えよ。 

 

我々ヒトは食事で(a)デンプンやグリコーゲンを摂取する。これらの多糖類は、唾

液や膵液に含まれるαアミラーゼなどの消化酵素によってグルコースとなる。

グルコースは(b)能動輸送によって小腸内腔から小腸上皮細胞を経て毛細血管へ

吸収される。血液中で高濃度になったグルコースは、門脈系によって肝臓に運

ばれ、一部肝臓に取り込まれるが、残りは肝静脈を経て(c)他の臓器に運ばれ、そ

れらの細胞内に取り込まれる。特に、膵臓ランゲルハンス島 B 細胞（β細胞）

では、このグルコース濃度増加のシグナルを感知するとインスリンが分泌され

る。インスリンは血液循環で全身に運ばれ、細胞表面のインスリン受容体へ結

合し、シグナル伝達系を介して、作用する。そして、(d)肝臓や筋肉でグリコーゲ

ンの合成を、脂肪組織で脂質の合成を促進する。また肝臓では、(e)糖新生を抑制

し、解糖の加速や脂肪酸合成の促進を起こす。このように、組織によるグルコ

ースの取り込みやグリコーゲン合成などが起こるので、食事によって一旦上昇

した血液中のグルコース濃度は、数時間で減少する。そして、インスリン分泌

は減少し、代ってランゲルハンス島 A 細胞（α細胞）からグルカゴンが分泌さ

れる。グルカゴンはインスリンと異なり、(f)肝臓のグリコーゲン分解を促進して

グルコースを血中へ放出させる。従って、インスリンとグルカゴンが血液中の

グルコース濃度に対して正反対の作用をすることによって、血液中のグルコー

ス濃度の変動を少なくしている。 

 

問１）下線部(a)に関して、次の文章の空欄（ア）～（オ）に入れる適切な言葉

を下記の用語群から選べ。 

日中、C3 植物ではカルビン回路による二酸化炭素の固定によってグルコース

1-リン酸が生じ、（ア）においてデンプン合成が起こる。また、カルビン回路で

合成されたトリオースリン酸（例：グリセルアルデヒド 3-リン酸）は（イ）に

おいてスクロースとなって葉に蓄えられ、さらに夜間に（ウ）を通って様々な

組織へ転流される。スクロースは単糖である（エ）と（オ）がグリコシド結合

した二糖である。 

 

用語群：維管束鞘細胞、孔辺細胞、ミトコンドリア、葉緑体、ペルオキシソー

ム、師管、道管、ガラクトース、ラクトース、グルコース、リボース、フルク

トース、マルトース、サイトゾル 

 



問２）下線部(b)に関して、次の文章の空欄（カ）～（コ）に入れる適切な言葉

を下記の用語群から選べ。 

小腸内腔のグルコースは、内腔に面した細胞膜に局在する（カ）・グルコース

（キ）輸送体によって（カ）と（キ）輸送されて刷子縁細胞に入る。その駆動

力は、毛細血管側の細胞膜にある（カ）・（ク）ATP アーゼによって形成される

（カ）濃度勾配である。（カ）・（ク）ATP アーゼは、1 分子の ATP の加水分解に

伴って（ケ）分子の（カ）を細胞外へ放出し、（コ）分子の（ク）を細胞内に取

り込む。 

刷子縁細胞に取り込まれたグルコースはグルコース輸送体によって毛細血管

へ運ばれる。 

 

用語群：H+、Cl-、K+、Ca2+、Na+、１、２、３、４、５、単、共、対向 

 

問３）下線部(c)に関して、グルコース輸送体(GLUT)にはアイソフォームがあり、

組織特異的に発現している。GLUT はミカエリス・メンテン型の速度式に従って

グルコースを受動的仲介輸送する。GLUT アイソフォームの発現場所とグルコー

スに対する KM値を表に示す。 

輸送体 発現場所 グルコースに対する KM 

GLUT1 主に赤血球 1 mM 

GLUT2 肝臓、膵臓 B(β)細胞 15-20 mM 

GLUT3 主に神経細胞 1 mM 

GLUT4 筋肉、脂肪組織 5 mM 

 

GLUT2のKM値が他のGLUTに比べて高い。その生理学的意義を簡潔に述べよ。 

ただし、血液中のグルコース濃度は 5 mM 程度であることが知られている。 

 

問４）下線部(d)に関して、インスリンによるグルコース取り込みの促進機構を

調べるため、ラットから単離した脂肪細胞を用いて以下の実験を行った。 

実験１．インスリンを投与すると、速やかにグルコース取り込み速度が増加し、

10 分で飽和に達した。このグルコース取り込み速度の増加は、タンパク質合

成阻害剤を加えても起った。 

実験２．カビから調製した化合物 A は、GLUT4 へグルコースと競合して結合す

る。3H 標識した化合物 A を使って GLUT4 の量を定量した。その結果、細胞

当たりの GLUT4 の量は、インスリンを投与しても変わらなかった。 

実験３．インスリン投与の前後で、脂肪細胞を破砕し、遠心によって、形質膜

とミクロソーム膜（小胞体やゴルジ体を含む膜）を分離した。それらの膜画

分への 3H 標識した化合物 A 結合量から、形質膜とミクロソーム膜の GLUT4



量を定量した。その結果、形質膜とミクロソーム膜の GLUT4 量の比は、イン

スリン投与前は、１：１０であったが、投与後には、３：１となった。 

 

次の(1)、(2)に簡潔に答えよ。 

(1) 実験１と２から、インスリンの作用について言えることは何か。 

(2) 実験２と３から、インスリンが脂肪組織でグルコース取り込みを促進する

機構を推測せよ。 

 

問５）下線部(e)に関して、解糖系基質レベルのリン酸化反応に対して、ミトコ

ンドリアでの酸化的リン酸化反応は NADH などの酸化反応に伴い遊離するエネ

ルギーを変換する。 

酸化的リン酸化反応における化学浸透圧説を、ミトコンドリア内膜、呼吸鎖、

プロトンの電気化学的濃度勾配、ATP シンターゼという用語を使って簡潔に説

明せよ。 

 

問６）下線部(f)に関して、グリコーゲンホスホリラーゼはグリコーゲンの分解

の律速段階を触媒する。その活性はアロステリック相互作用と共有結合修飾（リ

ン酸化と脱リン酸）によって調節される。 

グリコーゲンホスホリラーゼの共有結合修飾に関与する、プロテインキナー

ゼ A、ホスホリラーゼキナーゼ、および、ホスホプロテインホスファターゼ１

の酵素機能をそれぞれ簡潔に述べよ。 



問題 ８（生物学） 

 

 

小胞体—ゴルジ体間の小胞輸送機構の解析では、出芽酵母を用いた小胞輸送の再

構成系が大きな役割をはたしてきた。特に、小胞体—ゴルジ体間の輸送に欠損を

示す酵母変異株を、再構成系を用いて解析することで、各変異株の原因遺伝子

産物の機能が明らかにされている。 

この実験系では、まず小胞体とゴルジ体を含む膜画分を酵母細胞から調製し、

分泌タンパク質を小胞体内に取り込ませる。その後、酵母サイトゾル画分を加

えてインキュベートすると分泌タンパク質が小胞体からゴルジ体へと輸送され、

(a)これには ATP と GTP の加水分解を必要とする。分泌タンパク質のゴルジ体へ

の輸送は、分泌タンパク質へのゴルジ体特異的な修飾を用いて検出する。 

分泌タンパク質のゴルジ体への輸送量の時間変化を

調べたところ、図 1 の実線のようになった。一方、

反応後に低速遠心を行うと、(b)小胞体はそのほとん

どが沈殿に回収されたのに対し、小胞体に取り込ま

れた分泌タンパク質（小胞体型のタンパク質修飾を

受けている）の一部は上清に回収された。(c)上清に回

収された分泌タンパク質は膜小胞の内部に存在して

いた。反応後の低速遠心で上清に回収された分泌タ

ンパク質の量の時間変化は図 1 の点線のようにな

った。 

小胞体—ゴルジ体間の輸送に欠損を示す、A、B、C 各遺伝子に関する酵母変異株

を、上記の小胞体—ゴルジ体間輸送の再構成系を用いて解析した。これら変異株

を電子顕微鏡で解析すると、すべての株で小胞体の異常な蓄積が観察されたが、

これに加えて変異株 A と C では、直径 50 nm の小胞の蓄積も観察された。 

 

解析 1）野生株の膜画分とサイトゾルを用いた再構成系に A 遺伝子の産物に対す

る抗体（抗 A 抗体）を加えると、図 2A に示すように、分泌タンパク質のゴルジ

体への輸送は阻害されたが低速遠心の上清への回収は阻害されなかった。次に

変異株BまたはCから調製した膜画分とサイトゾル画分を用いて小胞体—ゴルジ

体間の輸送反応を行ったところ図 2B、C に示す結果が得られた。 

図 1 実線はゴルジ体へ輸送された

分泌タンパク質量の時間変化、点線

は低速遠心の上清に回収された分泌

タンパク質量の時間変化を表す。 



 

 

 

解析 2）再構成系に抗 A 抗体を加えて反応後、低速遠

心の上清から膜小胞を高速遠心によって回収した。回

収した膜小胞に、野生株の膜画分とサイトゾル画分、

ATP、GTP を加えてインキュベートすると、図 3 に示

すように分泌タンパク質のゴルジ体への輸送が観察さ

れた。 

解析 3）再構成系に抗 A 抗体を加えて反応後、低速遠

心によって得られた上清から膜小胞を高速遠心によっ

て回収した。回収した膜小胞に、変異株 B、C または

野生株から調製した膜画分とサイトゾル画分、ATP、

GTP を加えて、図 4 に示す条件で反応をおこない、図 4 に示す結果を得た。 

 
 

問１）下線（a）のように、細胞内には ATP と GTP の加水分解を必要とする過

程が多く存在する。翻訳過程では GTP の加水分解はどのように使われるか、ひ

とつあげて説明せよ。 

 

図 2 実線はゴルジ体へ輸送された分泌タンパク質量の時間変化、点線は低速遠心の上清に回収され

た分泌タンパク質量の時間変化を表す。 

図 3 ゴルジ体へ輸送された分

泌タンパク質量の時間変化。 

図 4 分泌タンパク質のゴルジ体への輸送効率 
酵母株は、膜画分とサイトゾルの調製に用いた株を表す。抗 A
抗体が＋の条件では、抗 A 抗体を添加して反応を行っている。



問２）下線（b）に関して、小胞体のほとんどが低速遠心の沈殿に回収されたこ

とを示すためにはどのような実験を行うとよいか。考えられる実験をひとつあ

げて説明せよ。 

問３）下線（c）に関して、分泌タンパク質が膜小胞の内部に存在することを示

すためにはどのような実験を行うとよいか。考えられる実験をひとつあげて説

明せよ。 

問４）解析 2 の実験で得られた膜小胞は小胞体からゴルジ体への輸送過程の中

間体であると考えられる。その理由を説明せよ。 

問５）遺伝子 A、B、C の産物はそれぞれ小胞体—ゴルジ体間輸送のどのステッ

プに必要と考えられるか。また、それらの機能する順番はどのようであるか。

理由とともに答えよ。 

 



問題９（生物学） 
 
 線虫は二倍体の土壌生物であり、雄（XO）と雌雄同体（XX）の２種類の性が

ある。雌雄同体は卵子と精子の両方をつくり、さらに陰門と呼ばれる構造がひ

とつあるが、雄は精子しかつくらず陰門もない（図１上）。雄と雌雄同体が交尾

すると、雌雄同体は雄から受け取った精子と自分の卵子を受精させた受精卵を

優先的につくる。一方、雄と交尾しなかった雌雄同体は自分の精子と卵子を自

家受精させて受精卵をつくる。 
 

 
 

 今回、雌雄同体で陰門が２つ以上ある Muv の表現型を示す a 変異体と、ひと

つもない Vul の表現型を示す b 変異体をそれぞれ単離した（図１下）。これらの

変異体および野生型の個体について、下表の４つの組み合わせでそれぞれ交配

し、その結果得られた雑種第一世代（F1）の雌雄同体、および F1 の雌雄同体を

自家受精させることにより生じた雑種第二世代（F2）の雌雄同体について、陰門

の表現型をそれぞれ調べたところ、以下のような結果を得たとする。 
 
(野生型雌雄同体と a 雄の交配) 
F1: すべて Muv           …① 

F2: 野生型:Muv=1:3       …② 
 

(a 雌雄同体と野生型雄の交配) 
F1: すべて Muv         …③ 

F2: 野生型:Muv =1:3     …④ 
 

(野生型雌雄同体と b 雄の交配) 
F1: すべて野生型     …⑤ 
F2: 野生型:Vul=3:1    …⑥ 

（a 雌雄同体と b 雄の交配） 
F1: すべて野生型        …⑦ 
F2: 野生型:Muv:Vul=9:3:4 …⑧ 
 

 
 さらに、F1 では雌雄同体だけでなく雄も同時に生まれるが、①の雄と野生型の

雌雄同体を交配することにより得られた次世代の雌雄同体の表現型がすべて野

生型であったのに対し、③の雄と野生型の雌雄同体との交配で得られた次世代

の雌雄同体は全て Muv の表現型を示したとする。 
 なお、a 変異体および b 変異体はどちらも純系であり、それぞれ Muv の原因

となる変異 a および Vul の原因となる変異 b をホモ接合でもつが、それ以外の

変異はもたず、陰門以外の表現型も示さないとする。また交配は全て成功し、

交配した雌雄同体は雄の精子のみを使用して、自家受精はしないものとする。 



問１）下線部の結果から示唆される a 変異の遺伝様式はどういうものか答えよ。 
 
問２）⑧のような表現型の分離比が得られた理由について、a、b 変異の遺伝学

的性質およびその関係性について説明せよ。なお遺伝子型の表記であるが、a 変

異を持つ遺伝子を a、a に対する野生型の対立遺伝子を A とし、野生型の遺伝子

型は AA、a 変異ヘテロ接合体の遺伝子型は Aa、a 変異ホモ接合体の遺伝子型は

aa と表記すること。b 変異についても同様の表記とする。 
 
問３）⑦の雄と野生型の雌雄同体を交配したときに、次世代の雌雄同体の陰門

の表現型（野生型、Muv、Vul）がどのような比になるか予想して答えよ。 
 
 
 
 
 次に、a 変異の Muv を抑圧する劣性変異として、新たに c 変異体と d 変異体

を単離し、a、b、c、d 各変異の原因遺伝子 A、B、C、D をすべて同定した。さ

らに、野生型、a 変異体、a;b 二重変異体、a;c 二重変異体および a;d 二重変異体

における A、B、C、D 各遺伝子の mRNA 量をそれぞれ RT-PCR により調べた（図

２）。また A、B、C、D 遺伝子がコードする各タンパク質（それぞれ A、B、C、
D タンパク質とする）をそれぞれ大腸菌で発現させたものを抗原として、それ

ぞれのタンパク質に対する特異的な抗体を作成し、それらを用いて野生型、a 変

異体、a;b 二重変異体、a;c 二重変異体および a;d 二重変異体からのタンパク質

抽出物および大腸菌で発現させた各タンパク質を SDS-PAGE 後イムノブロッテ

ィングをおこなった（図３）。 

 
 
問４）図３の抗 B 抗体を用いたイムノブロッティングにおいて、B タンパク質

が野生型および各変異体で異なる移動度を示す理由について論ぜよ。 
 
問５）図２および図３の結果より、C 遺伝子と D 遺伝子の産物は、それぞれど

のような制御を受けていると考えられるか。A、B、C、D 各遺伝子との上下関係

も含めて論ぜよ。 



問題 １０（生物学） 

問１）線虫 C. elegans のイギリス由来 N2 株とハワイ由来 CB4856 株のゲノム

間には snip-SNPs と呼ばれる制限酵素で認識できる一塩基多型が多数同

定されている。この snip-SNPs を用いて、N2 株から単離した変異 a の

ゲノム上の位置を特定したい。変異 a をホモ接合でもつ個体は、体長が

長くなる表現型を示し、変異 a をヘテロ接合でもつ個体の体長表現型は

野生型であることが分かっている。なお、線虫は二倍体で、雌雄同体と

雄が存在する。そして雌雄同体と雄の交配、または雌雄同体の自家受精

により子孫を残す事ができる。 

 
(１)snip-SNPsを用いてどのように変異 aのゲノム上の位置を特定するか、

手順を説明せよ。以下の語群より適切な語を選んで含めること。なお、

同じ語句を複数回用いて良く、説明に用いない語も語群に含まれる。 

 
（語群） 
野生株、変異体、P0、F1、F2、DNA、RNA、PCR、RFLP、N2 ホモ接合

型、CB4856 ホモ接合型、N2-CB4856 ヘテロ接合型 
 

（２） 上記の解析から体長が長くなる異常を引き起こす a 変異のゲノム上

の存在領域が明らかとなり、a 変異体内において遺伝子 A は、ミスセ

ンス変異をホモ接合でもつことを同定した。次に以下に示した５つの

実験を行いそれぞれの観察結果を得た。 

  

 （実験１） 内在性のプロモーターをもつ野生型遺伝子 A を a 変異体

に導入し、大量発現したトランスジェニック株は、体長異常の表現型

が回復しなかった。 

 （実験２） 遺伝子 A の ORF を完全に欠失する欠損変異 a’を単離した

ところ、a’変異体は運動異常の表現型を示したが、野生株と同様の体

長の表現型を示した。 

 （実験３） 内在性のプロモーターをもつ野生型遺伝子 A を、a’欠損

変異をもつ個体に導入し大量発現したトランスジェニック株は、運動

異常の表現型が回復した。 

 （実験４）内在性のプロモーターをもつ a 変異型遺伝子を野生株内に

導入し大量発現したトランスジェニック株は、a 変異体と同様に体長

異常の表現型を示した。 

 （実験５）遺伝子 A に対する RNA 干渉法を a 変異体に施したところ、



これらの個体では体長異常の表現型が回復し、運動異常の表現型を示

した。 

 

 これらの結果から、a 変異の原因遺伝子は A であると仮定した場合、a

変異の遺伝学的性質について最も良く当てはまるものを、下記の（ア）

〜（エ）の４つの選択肢から選び、上記の実験１、実験４および実験

５の結果を説明せよ。 

 

 （ア）a 変異は本来の野生型遺伝子 A がもつ機能が低下した変異であ

る。 

 (イ）a 変異は本来の野生型遺伝子 A がもつ機能が野生型遺伝子よりも

さらに増長した変異である。 

 （ウ）a 変異は対立する野生型遺伝子 A の機能を抑圧する変異である。 

 （エ）a 変異は本来の野生型遺伝子 A にはない新規の機能を獲得した

変異である。 

 

問２）ある疾患を持った男性の患者群７名と、健康男性の対照群７名のゲノム

塩基配列を比較したところ、X 染色体の特定部位について図１のように

なった。図中の縦棒（直線、点線）は一塩基多型の位置と種類である。 

 



(１)一塩基多型は近くにある一塩基多型と連鎖する傾向があるが、この連

鎖する一塊をなんと呼ぶか述べよ。 

 

(２)このような連鎖する一塊は疾患の原因となる遺伝子変異のゲノム上で

の位置を特定するのに有用である。すでにゲノム上にマッピングされ

た一塩基多型を使って疾患に関連する遺伝子変異位置を決定するとき、

この連鎖する一塊がどのように有用か述べよ。字数は 160 字程度とす

る。 

(３)図１では領域αに存在する遺伝子が疾患に関連すると推測できるが、

健常者 7 は健常者群において領域 α のパターンが他と違う。疾患と領

域αにある遺伝子に関連があり、実験結果も正しい場合、健常者 7 の

領域αパターンが他の健常者と違う原因を２つ述べよ。 

 

(４)領域 αに存在した一つの遺伝子 B に関する多型パターン（+/-）と、こ

の疾患の発症者数について調べたところ、表 1 が得られた。 

      表 1：観測度数 

 

 

 

 

遺伝子 B がこの疾患に関係あるかどうか χ2 値を使って遺伝子と疾患の

独立性を検定せよ。以下の計算式と数表を用い有意水準 0.1 での結果を

途中計算と共に述べよ。また、表２の分割表における(a)(b)(c)(d)を埋め

よ。 

表２：理論度数（分割表） 

 

 

 

 

なお、生起確率に関する独立モデルH0 : pij  pik
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で与えられる。 

ここで  2 
(Oij  Eij )

2

Eijij

  

 発症者 健常者 

遺伝子 B + 86 64 

遺伝子 B - 53 47 

 発症者 健常者 

遺伝子 B + (a) (b) 

遺伝子 B - (c) (d) 



pij : i かつ j 条件の生起確率、n: 総度数 

Oij : i かつ j 条件の観測度数、 Eij : i かつ j 条件の理論度数 

表 3: χ2 分布に対する上側確率 

上側確率 0.900 0.500 0.100 0.050 0.025 0.010 0.005 

2 値 0.015791 0.45494 2.7055 3.8415 5.0238 6.6349 7.8794 

 



問題 １１（生物学） 

 
以下の文章を読んで問に答えよ。 

 
ある細胞には、化合物Ａの濃度を恒常的に保つため、その蓄積を監視するセン

サーの役割をもったタンパク質Ｂが存在している。化合物Ａの濃度が一過的に

上昇すると、化合物Ａ／タンパク質Ｂ複合体の形成が促進される。化合物Ａを

結合したタンパク質Ｂは自身の構造を変形させ、標的プロモーターに結合する

活性化型へと変化する。①活性化されたタンパク質Ｂは標的プロモーター近傍で

RNA ポリメラーゼと相互作用し、化合物Ａを分解する機能をもったタンパク質

Ｃの遺伝子の転写を促す。転写・翻訳されたポリペプチド鎖は機能をもった球

状構造へと効率良く自発的に折り畳む。②折り畳んだタンパク質Ｃが化合物Ａを

捕捉・分解することにより、化合物Ａの急激な濃度上昇が緩和・抑制される。

このように、一連の感知・伝達・応答過程は、生体高分子の複雑かつ動的な運

動によって制御されている。 

 
問１）タンパク質Ｂは転写調節因子である。そこでタンパク質Ｂを単離精製し、

化合物Ａが存在しない状況 (不活性化型)、化合物Ａが大過剰に存在する状況 
(活性化型)、それぞれにおける標的プロモーターとの親和性を検証した。表１の

実験データをもとに、タンパク質Ｂと標的プロモーターの解離定数 (Kd)を不活

性化型と活性化型について計算せよ。また、Kd (不活性化型)／Kd (活性化型)を
算出し、その大小が転写調節因子として機能とどのように関連付けられるか説

明せよ。 

 
表１：タンパク質Ｂと標的プロモーターの結合実験 

 加えたDNAフラグメ

ント※の総量（µM）

加えたタンパク

質 Ｂ の 総 量

（µM） 

平衡時の DNA/タンパク

質Ｂ-複合体の濃度（µM） 

不活性化型 300 400 10 

活性化型 100 200 80 
※タンパク質Ｂが特異的に結合する標的配列を有する。 

 
問２）下線部①にあるように、「化合物Ａの濃度上昇」という信号は「タンパク

質Ｂの構造変化」という信号に変換されて下流へ伝達されている。タンパク質

Ｂの分子形状が大きく変化すると仮定した場合、その変化を溶液中で検出する

のに最適な計測手法を１つ挙げ、その方法の概要を説明せよ。 



 
問３）下線部②にあるように、一部の変性タンパク質は生理的条件で自発的に

再生する（折り畳まれる）。これは、変性した状態よりも折りたたまれたネイテ

ィブ状態が熱力学的に安定なためで、種類によらず 40 kJ/mol 程度のわずかな

ギブスエネルギーで安定化されている。その理由は、疎水性相互作用や静電的

相互作用によりネイティブ状態を安定化する要因と、ネイティブ状態を不安定

化する要因が互いに打ち消しあってバランスした結果である。ネイティブ状態

を不安定化する因子とは何か。 

 
問４）あらゆるタンパク質が下線部②のように高効率かつ自発的に再生するわ

けではない。折り畳みに長時間を要する非効率的なもの、非天然な構造に折り

畳んで凝集するもの、また、まったく自発的に折り畳むことができないタンパ

ク質もある。細胞内には、このようなタンパク質の構造形成を手助けする機構

が存在し、それによって感知から応答までの過程が円滑に進められている。こ

のように構造形成を補助する分子群の総称を記せ。また、それらが機能する際

のエネルギー源について説明せよ。 

 
 
 



問題 １２ （生物学） 

 
以下の文章を読んで問いに答えよ。 

 

我々が感じる太陽光①は約 (1: 300 nm、500 nm、700 nm) に極大吸収波長を持つ。

ヒトなどの動物は、(1)と同じ極大吸収波長であるロドプシンにより (2: 明暗, 

色彩、時間) を認識する。(3: ビタミン A、ビタミン B、ビタミン C) であるレ

チノールは、(4: 酸化、還元、分解) されてレチナールとなり、ロドプシンの発

色団として働く。レチナールは難溶性の分子であり、(5; 腎臓、肝臓、膵臓) に

豊富に貯蔵されている。ロドプシンが光を受けると、レチナールが異性化②する。

この異性化反応は生物内で起こる最も高速な反応③とされている。異性化後、タ

ンパク質部分の構造が変化し、３量体 G タンパク質が活性化され、GDP  GTP

交換反応が起こる。一般に生体内で GDP から GTP が作られる際の ΔGO’ は、お

よそ (6; 0.3〜0.5、3〜5、30〜50) kJ/mol であり、(1) における光エネルギー (7; 24、 

240、2400) kJ/mol、標準状態の熱エネルギーである (8; 0.025、0.25、2.5) kJ/mol

との間には反応を効率よく進めるための大小関係がある。 

 

問１)  (1)～(8)に当てはまる適切な語句を (  ) の中から選びなさい。 

 

問２）下線部①に関連して、大気圏外における太陽放射は、一種の黒体輻射と

見なすことが出来る。下の図は、さまざまな温度におけるエネルギー密度を波

長に対して示したものである。図及び次ページの式をみて、次ページの問い（１）、

（２）に答えよ。 

 

 

 

 (次のページに続く) 

500         1000        1500        2000  [nm] 

エ
ネ
ル
ギ
ー
密
度

 6000 K 

5000 K

4000 K 



レイリーとジーンズは、統計力学により、エネルギー密度    に関する以

下の式を導いた。ここで、  は振動数、C は光速、  はボルツマン定数、T は

絶対温度とする。 

 

 

 

ウィーンは熱力学にもとづいて、光を粒子だと仮定した以下の式を立てた。こ

こではある定数とする。 

 

 

 

 

プランクは、次のような式を見いだした。 

 

 

 

 

（１）レイリーとジーンズの式では、長波長におけるデータを説明することが

できるが、短波長においては説明できない。特に短波長において説明できない

理由について、式とデータをもとに答えなさい。 

 

（２）ウィーンの式では、短波長におけるデータは説明できるが、長波長にお

けるデータは説明できなかった。一方で、プランクが見いだした式において、

何故データを説明可能なのか。前ページの図と上記３つの式を比較し答えなさ

い。 

 

問３）下線部②に関連して、視覚の初期反応は、典型的な２次反応で表される。 

A+A  B のような素反応を仮定するとき、この２次反応において、A の濃度[A]

を A の初濃度[A]0、反応速度定数 k、時間 t で表す式を導出しなさい。また、濃

度と時間の関係について、１次反応 A  B と比較し、その違いを説明しなさい。 

              

問４）下線部③に関連して、高速反応を捉える際に、超短パルスレーザーが用

いられる。ここでレーザー(Laser)とは、Light Amplification by Stimulated Emission 

of Radiation の略語である。レーザーの原理について、必要であれば以下のキー

ワードを用い 150 文字程度で説明しなさい。 

[キーワード]:  

基底状態、励起状態、誘導放出、位相、共振、コヒーレント、反転分布。 
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