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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]	 糖に関する記述として最も適当なものを選べ。 
1)	 デオキシリボースは六炭糖である。 
2)	 セルロースはグルコースのポリマーである。 
3)	 デンプンはフルクトースのポリマーである。 
4)	 スクロースはグルコースとガラクトースが結合した二糖類である。 
5)	 ラクトースは 2 分子のグルコースが結合した二糖類である。 
 
[2]	 次の文の空欄に当てはまる語の組み合わせとして最も適当なものを選べ。 
 
DNA 複製において、伸長する DNA 鎖末端と新たに付加されたヌクレオチドとの間に
は（	 ア	 ）結合が、新たに付加されたヌクレオチドと鋳型 DNA 鎖との間には（	 イ	 ）
結合が形成される。 
 
1) ア	 イオン	 	   イ	 ホスホジエステル 
2) ア	 ホスホジエステル イ	 イオン 
3) ア	 水素	 	 	   イ	 ホスホジエステル 
4) ア	 水素	   イ	 イオン 
5) ア	 ホスホジエステル イ	 水素 
	 
[3]	 生体アミンの中で、チロシンから作られるものとトリプトファンから作られるも
のを一つずつ、その順で並べたものを選べ。 
1)	 ドーパミン、アドレナリン 
2)	 ドーパミン、セロトニン 
3)	 アドレナリン、ドーパミン 
4)	 セロトニン、ドーパミン 
5)	 セロトニン、アドレナリン 
	 
[4]	 溶液 X を内部に含む脂質二重膜でできた人工的な袋の外部の溶液を、Y に交換し
た。この人工的な袋がふくらむ溶液 X、Y の条件として最も適当なものを選べ。ただし、
全ての溶液は同じ濃度の同じ緩衝液で調製してあり、特に記述がない場合は pH 7.0 で
ある。 
1)	 X：100 mM グルコース Y：100 mM スクロース 
2)	 X：100 mM グルコース Y：100 mM NaCl 
3)	 X：100 mM MgCl2 Y：150 mM NaCl 
4)	 X：100 mM NaCl Y：150 mM スクロース 
5)	 X：100 mM スクロース Y：100 mM スクロース（pH 6.0） 
	 
[5]	 脂質二重膜の透過に輸送タンパク質が必要ではないイオン、または分子として最
も適当なものを選べ。 
1)	 H+ 
2)	 Cl- 
3)	 Ca2+ 
4)	 CO2 
5) グルコース 
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[6]	 ホスファチジルイノシトール二リン酸（PIP2）は加水分解されてシグナル伝達物

質として機能する。この時 PIP2の加水分解に働く酵素として最も適当なものを選べ。 
1) Phospholipase A1 
2) Phospholipase A2 
3) Phospholipase B 
4) Phospholipase C 
5) Phospholipase D 
 
[7]	 [6]において、PIP2の加水分解産物の組み合せとして最も適当なものを選べ。 
1)	 ジアシルグリセロールとイノシトール二リン酸 
2)	 ジアシルグリセロールとイノシトール三リン酸 
3)	 トリアシルグリセロールとイノシトール二リン酸 
4)	 トリアシルグリセロールとイノシトール三リン酸 
5)	 ホスファチジン酸とイノシトール二リン酸 
	 
[8]	 タンパク質に含まれる元素として最も適当なものを選べ。 
1)	 カリウム 
2)	 塩素 
3)	 イオウ 
4)	 ケイ素 
5)	 ナトリウム 
	 
[9]	 エンドウ（Pisum sativum L.）において遺伝子 A、Bは遺伝子 a、bに対してそれぞ
れ優性であり、 A と B は連鎖している。遺伝子型が AABB である個体と遺伝子型が
aabbである個体を交配してえられた個体(遺伝子型 AaBb)を、遺伝子型が aabbである
個体と交配した。その結果、次世代では AaBb : Aabb : aaBb : aabbがおよそ 5:1:1:5
の比率で分離した。A、B間の組換え価として最も適当なものを選べ。 
1)	 5 cM 
2)	 8 cM 
3)	 17 cM 
4)	 20 cM 
5)	 25 cM 
 
[10]	 体色が白い純系のメダカ(白メダカ)のメスと体色が赤い純系のメダカ(赤メダカ)
のオスから得られた子どもを 20 匹調べたら、すべて赤メダカであった。この子どもの
赤メダカのオスを親の白メダカのメスとかけあわせて得られた子どもを 40 匹調べたと
ころ，メスは 20 匹ですべて白メダカ、オスは 20 匹ですべて赤メダカだった。この実
験から得られる結論として最も適当なものを選べ。 
1)	 赤の体色は白の体色に対し劣性であり、性染色体と連鎖しない。 
2)	 赤の体色は白の体色に対し優性であり、性染色体と連鎖しない。 
3)	 赤の体色は白の体色に対し劣性であり、性染色体と連鎖する。またメダカの性は

ZZ-ZW 型で遺伝する。 
4)	 赤の体色は白の体色に対し優性であり、性染色体と連鎖する。またメダカの性は

ZZ-ZW 型で遺伝する。 
5)	 赤の体色は白の体色に対し優性であり、性染色体と連鎖する。またメダカの性は

XX-XY 型で遺伝する。 
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[11]	 あるアカメ（魚）の集団において、ピルビン酸キナーゼ(pk)の２つの対立遺伝子、
pk-A と pk-B の頻度はそれぞれ 0.8 と 0.2 であった。pk がハーディー・ワインバーグ 
(Hardy-Weinberg)平衡にしたがうとき、この集団中で pk-A と pk-B のヘテロ個体同士が
交配する確率として最も適当な値を選べ。 
1)	 0.01 
2)	 0.10 
3)	 0.16 
4)	 0.32 
5)	 0.60 
	 
[12]	 DNA トランスポゾンが転位すると、転位した場所に短い塩基配列の重複が生じ
る。下図はトランスポゾン転位前後のゲノムの塩基配列の一部を示している。トランス
ポゾンの転位によって重複した塩基配列として最も適当なものを選べ。ただし、図では
二本鎖 DNA のうちの一方のみが示されており、トランスポゾンの塩基配列は省略され
ている。	 
	 
転位前	 5´-CTGCCTTTTCCAGGTGTGTAC-3´	 	 
転位後	 5´-CTGCCTTTTCCAG トランスポゾン TTTTCCAGGTGTGTAC-3´	 
	 
1)	 5´-TTTTCCAG-3´	 
2)	 5´-CCAGTTTT-3´	 
3)	 5´-TCCAG-3´	 
4)	 5´-CCAGG-3´	 
5)	 5´-AGTT-3´	 
 
[13]	 [12]において、タンパク質 X をコードする遺伝子のエキソン内にトランスポゾ
ンが転位していたため、タンパク質Ｘのアミノ酸配列を指定する読み枠が破壊されてい
た。しかし、その後トランスポゾンが別の場所に再転位して、タンパク質Ｘとほぼ同じ
活性をもつタンパク質 X’が翻訳される様になった（下図、再転移後）。このような場合、
下図の	 ア	 に入る塩基配列として最も適当なものを選べ。ただし、図では二本鎖 DNA
のうちの一方のみが示されており、トランスポゾンの塩基配列は省略されている。 
 
転位前	 5´-CTGCCTTTTCCAGGTGTGTAC-3´	 	 
転位後	 5´-CTGCCTTTTCCAG トランスポゾン TTTTCCAGGTGTGTAC-3´ 
再転位後 5´-CTGCCTTTTCCAG	 ア	 GTGTGTAC-3´ 
 
1)	 5´-T-3´	 
2)	 5´-AG-3´ 
3)	 5´-TCG-3´ 
4)	 5´-TTTT-3´ 
5)	 5´-CCAG-3´ 
	 
[14]	 イオンチャネルに関する記述として、誤っているものを選べ。 
1)	 チャネルの開口を調節する要因として低分子量化合物、膜電位、機械的刺激、光な

どが知られている。 
2)	 個々のチャネル分子の開口・閉口時間は厳密に制御されており、それぞれ一定の値

を示す。 
3)	 電位依存性チャネルには開口後に不応期が存在するものがある。 
4)	 ある種の受容体はそれ自体がイオンチャネルを構成する。 
5)	 パッチクランプ法は単一チャネルの開閉を調べることができる方法である。 
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[15]	 交感神経の活性化は覚醒とエネルギー産生に関係する。ヒトの交感神経の活性化
が引き起こす作用として誤っているものを選べ。 
1) 唾液分泌の抑制 
2) 肺の気管支拡張 
3) 心臓拍動の促進 
4) 胃腸活動の促進 
5) 副腎髄質の刺激 
	 
[16]	 ヒトの脳下垂体前葉から分泌されないホルモンを選べ。 
1)	 副腎皮質刺激ホルモン 
2)	 前胸腺刺激ホルモン 
3)	 甲状腺刺激ホルモン 
4)	 成長ホルモン 
5)	 プロラクチン 
 
[17]	 １個の B 細胞がつくる抗体はすべておなじ抗原結合部位をもつ。一方、ヒトの
からだの中には、抗原による刺激がなくても 1012種類を超える膨大な数の B 細胞のレ
パートリーがあらかじめ存在している。このような B 細胞のレパートリー形成機構を
説明した次の文章の空欄に当てはまる記述の組み合わせとして、最も適当なものを選べ。 
 
B 細胞がもつ抗体遺伝子の数はレパートリーの数(	 ア	 )。そして、B 細胞によって異
なる（	 イ	 ）ことにより B 細胞のレパートリーが形成される。 
 
    ア   イ 
1)	 と同数である 抗体遺伝子が選択的に転写される 
2)	 と同数である パターンで抗体遺伝子の選択的スプライシングがおこる 
3)	 と同数である パターンで抗体遺伝子の DNA 再編成がおこる 
4)	 よりも少ない パターンで抗体遺伝子の選択的スプライシングがおこる 
5)	 よりも少ない パターンで抗体遺伝子の DNA 再編成がおこる 
 
[18]	 脊椎動物の器官形成初期に生じる 3 つの構造（細胞群）を、早く形成されるもの
から並べた順番として最も適当なものを選べ。 
1)	 体節 − 脊索 − 神経板 
2)	 体節 − 神経板 − 脊索 
3)	 神経板 − 体節 − 脊索 
4)	 神経板 − 脊索 − 体節 
5)	 脊索 − 神経板 − 体節 
 
[19]	 植物ホルモンであるオーキシンに関する記述として誤っているものを選べ。 
1)	 インドール酢酸は天然オーキシンである。 
2)	 除草剤として用いることができる。 
3)	 植物の重力屈性や光屈性に関与する。 
4)	 葉で合成され、師管を通って移動する。 
5)	 高濃度のオーキシンは根の伸長を阻害する。 
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[20]	 種子の休眠に関与する植物ホルモンと、発芽促進に関与する植物ホルモンの組み
合わせとして最も適当なものを選べ。 
   種子の休眠   発芽促進 
1)	 サイトカイニン   ブラシノステロイド 
2)	 アブシシン酸（アブシジン酸） ジベレリン 
3)	 エチレン   ブラシノステロイド 
4)	 ストリゴラクトン  エチレン 
5)	 ジベレリン   サイトカイニン 
 
[21]	 核相に関する記述として最も適当なものを選べ。	 
1)	 スギゴケの胞子の核相は 2n である。	 
2)	 ゼニゴケの胞子体の核相は 2n である。	 
3)	 ヒメツリガネゴケの茎葉体の核相は 2n である。	 
4)	 イヌワラビの前葉体の核相は 2n である。	 
5)	 イチョウの胚乳の核相は 2n である。	 
	 
[22]	 重複受精を行う植物として最も適当なものを選べ。 
1)	 ソテツ  
2)	 スギ 
3)	 マツ 
4)	 ユリ 
5)	 スギナ 
	 
[23]	 以下の動物の化石がみつかる地層を、古いものから新しいものへと並べた順番と
して最も適当なものを選べ。 
ア ティラノサウルス 
イ アカンソステガ(原始的な両生類)  
ウ 大型類人猿 
エ エオヒップス（馬の祖先種） 
オ 三葉虫 
 
1)	 古い –アイオエウ– 新しい 
2)	 古い –イオアウエ– 新しい 
3)	 古い –イオエアウ– 新しい 
4)	 古い –オアイウエ– 新しい 
5)	 古い –オイアエウ– 新しい 
 
[24]	 チャールズ・ダーウィンが「種の起源」で議論していない事柄を選べ。 
1)	 自然選択は環境にうまく適応していない個体を排除する傾向に働く。 
2)	 集団中の個体同士は限られた資源を得るために競争する。 
3)	 進化の原動力である個体の変異は遺伝子の変異によりもたらされる。 
4)	 生物は環境が支えられる数よりも多く子どもを産む傾向がある。 
5)	 同種の生物個体の中には遺伝的形質の違いが見いだされる。 
 
[25]	 生物集団の遺伝子型の多様性を増加させる機構として誤っているものを選べ。 
1)	 遺伝子の変異 
2)	 遺伝子の組み換え 
3)	 他集団からの個体の移入 
4)	 雑種形成 
5)	 近親交配 
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[26]	 10%グルコース溶液のモル濃度に最も近い値を選べ。グルコースの分子式は
C6H12O6である。	 
1)	 0.05 M 
2)	 0.10 M 
3)	 0.29 M 
4)	 0.56 M 
5)	 2.9 M 
 
[27]	 ゲノムと遺伝子に関する記述として最も適当なものを選べ。	 
1)	 DNA 単位長さあたりの遺伝子数は、大腸菌よりもヒトの方が多い。 
2)	 遺伝子あたりの平均イントロン数は、ヒトよりも酵母の方が多い。 
3)	 出芽酵母は一組の染色体をもつ一倍体のときのみ出芽によって増殖する。 
4)	 ヒトゲノムの中で最も占める割合が高いのは高度反復 DNA 配列である。 
5)	 真核細胞の遺伝情報はすべて核に存在する。 
 
[28]	 アミノ酸に関する記述として最も適当なものを選べ。 
1)	 アスパラギン、アスパラギン酸、グルタミン、グルタミン酸は酸性アミノ酸である。 
2)	 ヒスチジン、チロシン、フェニルアラニンは芳香族アミノ酸である。 
3)	 ヒスチジン、リシン、アラニンは塩基性アミノ酸である 
4)	 トレオニン、システイン、チロシン、メチオニンは極性アミノ酸である。 
5)	 ロイシン、フェニルアラニン、アラニン、システインは非極性アミノ酸である。 
 
[29]	 ヌクレオソームに関する記述として最も適当なものを選べ。 
1)	 細胞周期の G2期にのみ形成される。 
2)	 ヌクレオソームコア粒子はヒストン 6 量体からなる。 
3)	 ヌクレオソームコア粒子の直径は 30 nm である。 
4)	 ヒストンは H1、H2A、H2B、H3、H4 の順番で DNA に結合してヌクレオソームを

形成する。 
5)	 コア DNA の長さはあらゆる真核細胞のヌクレオソームに共通である。 
	 
[30]	 DNA 複製におけるリーディング鎖とラギング鎖に関する記述として誤っている
ものを選べ。	 
1)	 リーディング鎖もラギング鎖も 5´から 3´方向に合成される。	 
2)	 ラギング鎖は 5´から 3´方向に不連続的に合成される。	 
3)	 ラギング鎖の DNA 合成開始には短い RNA プライマーが必要である。	 
4)	 リーディング鎖の DNA 合成開始には短い RNA プライマーが必要ではない。	 
5)	 真核細胞ではリーディング鎖とラギング鎖は異なる DNA ポリメラーゼで合成され

る。	 
	 
[31]	 DNA に生じたチミン二量体の修復に働く酵素として最も適当なものを選べ。	 
1)	 DNA フォトリアーゼ	 
2)	 DNA グリコシラーゼ	 
3)	 RecA タンパク質	 
4)	 DNA 依存性プロテインキナーゼ	 
5)	 Ku タンパク質	 
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[32]	 トランスポゾンに分類されないものを選べ。	 
1)	 トウモロコシの Mutator 因子	 
2)	 ショウジョウバエの P 因子	 
3)	 酵母の Ty 因子	 
4)	 ヒトの SINE 因子	 
5)	 大腸菌の Rho 因子	 
	 
[33]	 損傷などにより翻訳終止コドンが欠落した mRNA の翻訳を中断し、リボソーム
の機能を回復させる働きをする低分子 RNA として最も適当なものを選べ。	 
1)	 hnRNA	 
2)	 snRNA	 
3)	 tmRNA	 
4)	 miRNA	 
5)	 siRNA	 
	 
[34]	 次の文章の空欄に当てはまる化合物名、語の組み合わせとして最も適当なものを
選べ。	 
	 
	 大気中の二酸化炭素は、五炭糖の（	 ア	 ）と水と反応して、３個の炭素原子を含む
（	 イ	 ）を２分子つくる。この反応はルビスコという大型の酵素が触媒する。ルビス
コは大小２種類のサブユニットからなるが、触媒部位は（	 ウ	 ）サブユニットにある。	 
	 
1)	 ア：1−ホスホグリセリン酸、イ：リブロース 1,5-ビスリン酸、ウ：小	 
2)	 ア：1−ホスホグリセリン酸、イ：リブロース 1,5-ビスリン酸、ウ：大	 
3)	 ア：リブロース 1,5-ビスリン酸、イ：1−ホスホグリセリン酸、ウ：小	 
4)	 ア：リブロース 1,5-ビスリン酸、イ：3−ホスホグリセリン酸、ウ：大	 
5)	 ア：リブロース 1,5-ビスリン酸、イ：3−ホスホグリセリン酸、ウ：小	 
	 
[35]	 真核生物の核ゲノムの転写に関する記述として最も適当なものを選べ。 
1)	 mRNA の転写に関与するのは RNA ポリメラーゼ I である。 
2)	 RNA ポリメラーゼ III のプロモーターは転写開始点よりも下流にあることが多い。 
3)	 RNA ポリメラーゼ III の転写開始に TBP (TATA-binding protein)は関与しない。 
4)	 RNA ポリメラーゼ II の転写開始には、RNA ポリメラーゼ II のカルボキシル末端ド

メイン（CTD）の脱リン酸化が必要である。 
5) 介在複合体（mediator）は、RNA ポリメラーゼとプロモーターとに直接結合し、両

者の間に介在している。 
 
[36]	 真核生物の核ゲノム由来の mRNA のポリアデニル化に関する記述として誤って
いるものを選べ。 
1)	 RNA ポリメラーゼ II のカルボキシル末端（CTD）が、ポリアデニル化に必要な酵素

の招集に関わっている。 
2)	 DNA 上の特異的配列の転写が引き金となり、RNA の切断と 3´末端のポリアデニル

化が起こる。 
3) ポリ A ポリメラーゼに含まれる鋳型 RNA を使ってポリアデニル化が行われる。 
4)	 RNA ポリメラーゼ II の転写物だけに長いポリ A の尾が付加される。 
5)	 mRNA のポリ A 配列は翻訳効率に関与する。 
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[37]	 RNA のスプライシングに関する記述として最も適当なものを選べ。 
1)	 真核生物の全ての転写産物でスプライシングが起こる。 
2)	 エキソン-イントロンの境界はエキソン側の配列によってのみ規定される。 
3)	 スプラインシング反応は、タンパク質のみで構成されるスプライソソームという分

子装置によって行われる。 
4)	 正確なスプライス部位を決定するメカニズムとして、エキソン内の特異的配列に結

合する SR タンパク質を介した調節機構がある。 
5)	 1 種類の mRNA 前駆体から異なる塩基配列をもつ成熟 mRNA が生じることはない。 
 
[38]	 下記の DNA 塩基配列は、タンパク質をコードしている遺伝子 X の最終エキソン
配列の一部を示している。	 
	 
5´-GCA ACA CGC ACT AGG ATA AAC TGG AAG TGC TGA gagaaa-3´ 
    1           2    3                4  
遺伝子 X に生じた次の変異から最も短いペプチド鎖が翻訳されるものを選べ。ただし、
コドンとコドンの間にスペースが入っており、小文字は 3´非翻訳領域の配列を示す。 
 
1)	 下線１の C が T に変異。 
2)	 下線 1 の C が欠失。 
3)	 下線 2 の A の 3´側に G が挿入。 
4)	 下線 3 の A が欠失。 
5)	 下線 4 の G が A に変異。 
 
[39]	 脊椎動物の脊髄の神経発生に関する記述として誤っているものを選べ。 
1)	 脊髄の背腹軸形成には、脊索や神経底板から分泌される Shh と、神経蓋板から分泌

される Bmp 関連分子が重要な役割を演じている。 
2)	 脊髄の前後軸形成は、体の尾側に発現する Fgf ファミリー分子と、体幹前側中胚葉

で産生されるレチノイン酸の濃度勾配によって制御される。 
3)	 運動神経は脊髄の腹側に形成される。 
4)	 運動神経の前後軸に沿った運命決定には、Hox 遺伝子が大きく関与している。 
5)	 脊髄の辺縁部（marginal zone）に存在する神経幹細胞からニューロンは作られ、分

化したニューロンは脊髄の中心に向かって移動する。 
 
[40]	 幹細胞に関する記述として最も適当なものを選べ。 
1)	 幹細胞は、細胞分裂が停止した分化途中の細胞のことをいう。 
2)	 胚性幹細胞（ES 細胞）は、臓側内胚葉由来の細胞である。 
3)	 胚性幹細胞（ES 細胞）は、Fgf 存在下の培養条件で幹細胞状態を維持することがで

きる。 
4)	 胚盤胞に移植した胚性幹細胞（ES 細胞）は、胚体の内胚葉・中胚葉・外胚葉組織に

分化するが、胎盤組織にはほとんど分化しない。 
5)	 iPS 細胞とは、体細胞に Sox2、Oct4、Klf4、v-Src をコードする 4 つの遺伝子を導入

して作製されたがん幹細胞のことをいう。  
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[41]	 モデル実験生物に関する記述として誤っているものを選べ。	 

1)	 線虫(C. elegans)は細胞系譜がすべて明らかにされている。 
2)	 キイロショウジョウバエのバランサー染色体は逆位を複数含み、劣性致死突然変異

を持つ染色体である。 
3)	 酵母を用いた研究により、真核生物に共通した細胞周期や転写に関する重要な発見

がなされている。 
4)シロイヌナズナの実験植物としての利点の１つは、トランスポゾンである T-DNA を

用いた遺伝子破壊が可能なことである。 
5)	 マウスの実験動物としての利点の１つは、哺乳類としてはライフサイクルが短いこ

とである。 
 
[42]	 実験手法に関する記述として最も適当なものを選べ。	 
1)	 同じ条件で電気泳動を繰り返し行う時は、以前の分子量マーカーの泳動結果を用い

て分子量が推定できるので、毎回分子量マーカーを泳動する必要はない。 
2)	 ノザンブロット法は、電気泳動によって分離した多数の DNA 断片から特定の DNA

断片を探し出す方法である。 
3)	 ショットガン塩基配列決定法は、ゲノム DNA の配列決定などの大規模な DNA 配列

解析で用いられる手法である。 
4)	 アフィニティークロマトグラフィーは DNA と結合するタンパク質の精製に用いる

ことはできない。 
5)	 ゲル濾過クロマトグラフィーでは分子量の小さいものほど早く溶出される。 
 
[43]	 真核生物の転写に関する記述として最も適当なものを選べ。	 
1) ヒストンのアミノ末端尾部の脱アセチル化は転写の活性化に関与する。 
2)	 RNA ポリメラーゼ II はエンハンサー領域に結合して mRNA の転写を開始する。 
3)	 インスレーターはエンハンサーの作用するゲノム上の範囲を制限する。 
4）分裂酵母では、DNA のメチル化によって遺伝子発現が抑制される。 
5）	 凝縮したクロマチン構造をとる染色体上の領域では、活発に転写が行なわれている。 
 
[44]	 RNA による遺伝子発現調節に関する記述として誤っているものを選べ。 
1)	 RNAi はトランスポゾンやウイルスなどに対する防御機構として発達・進化したと

いう説がある。 
2)	 pri-miRNA は転写された後、Drosha と Dicer により切断され、21〜25 塩基長の RNA

となる。 
3) 切断されて生じた短い RNA は RISC タンパク質複合体に組み込まれ、標的 mRNA

を認識するガイド RNA として使われる。  
4)	 RNAi による遺伝子発現の抑制機構として、mRNA の翻訳阻害、mRNA の分解、プ

ロモーターのサイレンシングがある。 
5)	 siRNA の形成に Dicer は必要ないが Drosha による切断は必要である。 
 
[45]	 学名で示した次の種のうち、植物に属するものを選べ。 
1)	 Homo sapiens 
2)	 Escherichia coli 
3)	 Drosophila melanogaster 
4)	 Zea mays 
5)	 Danio rerio 
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[46]	 原核生物と真核生物の両方に存在する構造体として最も適当なものを選べ。 
1)	 細胞壁 
2)	 ペルオキシソーム 
3)	 リソソーム 
4)	 小胞体 
5)	 中心体 
 
[47]	 動物における細胞間シグナル伝達の具体例として、適当でないものを選べ。 
1)	 電気的信号が神経軸索表面を長距離にわたって伝導する。 
2)	 ある細胞から分泌された増殖因子が周囲の細胞を増殖させる。 
3)	 ある細胞から分泌されたホルモンが血流に乗って運ばれ、遠く離れた細胞に受容さ

れる。 
4)	 隣り合った細胞が接着分子を介してシグナルのやり取りをする。 
5)	 シナプスから分泌された化学物質が、標的細胞の受容体に結合してこれを活性化さ

せる。 
 
[48]	 膜輸送と膜電位に関する記述として最も適当なものを選べ。 
1)	 酸素や水は輸送タンパク質の助けなしに脂質二重膜を透過できるが、アミノ酸やベ

ンゼンは輸送タンパク質の助けなしに脂質二重膜を透過できない。 
2)	 一般的な哺乳動物細胞では、細胞外に Na+

が多く、細胞内に Cl-が多い。そのため細
胞膜に膜電位が生じている。 

3)	 細胞は ATP のエネルギーを用いて Na+
を細胞外に輸送して K+

を細胞内に取り込み、
細胞外の Na+

濃度を高めている。 
4) 膜内外の Na+

の電気化学ポテンシャルの勾配は、膜電位による電気ポテンシャルの
勾配と等しい。 

5)	 Na+
の電気化学ポテンシャルの勾配は、動物および植物の両方において細胞膜を挟ん

だ物質の輸送や pH 調節を行う際の主要なエネルギー源となっている。 
 
[49]	 細胞周期の進行を表す表記として最も適当なものを選べ。	 
1)	 M 期（染色体複製）→G1期→S 期→G2期→M 期 
2)	 M 期（染色体分配）→G1期→S 期→G2期→M 期 
3)	 S 期（染色体複製）→G1期→M 期→G2期→S 期 
4)	 S 期（染色体分配）→G1期→M 期→G2期→S 期 
5)	 G0期（休止状態）	 →S 期→M 期→G1期→G2期 
	 

[50]	 細胞内輸送において、輸送小胞の促進に働く低分子量 G タンパク質(small G 
protein)の名前として、最も適当なものを選べ。 
1)	 t-SNARE 
2)	 Rab 
3)	 SRP 
4)	 v-SNARE 
5)	 アダプチン 
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[51]	 チェックポイントで細胞周期を停止させる主要な要因ではないものを選べ。 
1)	 DNA 損傷 
2)	 細胞質分裂が完了していない。 
3)	 細胞の環境条件がよくない。 
4)	 全ての染色体が紡錘体に付着していない。 
5)	 DNA 複製の未完了 
	 

[52]	 遺伝子塩基配列の ORF, UTR, cDNA 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。 
ア ORF は Other Replication Frame の略 
イ ORF は Other Reading Frame の略 
ウ ORF は Open Reading Frame の略 
 
エ UTR は Uniformly Transcribed Region の略 
オ UTR は Untranslated Region の略 
カ UTR は Untranscibed Region の略 
 
キ cDNA は copy DNA の略 
ク cDNA は complementary DNA の略 
ケ cDNA は continuous DNA の略 
 
1)	 ア、オ、ク	 
2)	 イ、オ、ケ	 
3)	 ウ、カ、キ	 
4)	 ウ、オ、ク	 
5)	 イ、カ、ク	 

	 

[53]	 中間径フィラメントに関する記述として適当でないものを選べ。 
1)	 中間径フィラメントは一方の端が他方より脱重合しやすい。 
2)	 中間径フィラメントを構成するポリペプチドは、中央部にのびたαへリックス領域

をもつ。 
3)	 中間径フィラメントは力学的ひずみをうける細胞の細胞質に特に多い。 
4)	 中間径フィラメントの多くは、プレクチンなどの付随タンパク質によって安定化さ

れている。 
5)	 中間径フィラメントはほとんどの動物細胞に存在する。 
	 
[54]	 次の文章の空欄に当てはまる用語の組み合わせとして最も適当なものを選べ。 
 
（	 ア	 ）チューブリンを含む微小管の端は、（	 イ	 ）チューブリンを含む端よりも
早く脱重合する。（	 イ	 ）チューブリンを含む端から、（	 イ	 ）チューブリンが失わ
れると、すぐに脱重合が起こる。このため、微小管は伸長と解離を繰り返す。これを微
小管の（	 ウ	 ）という。 
	 
1)	 ア	 GDP 結合型	 イ	 GTP 結合型 	 ウ	 動的不安定（性） 
2)	 ア	 GTP 結合型 	 イ	 GDP 結合型 	 ウ	 トレッドミル 
3)	 ア	 リン酸化 	 イ	 脱リン酸化 	 ウ	 動的不安定（性） 
4)	 ア	 ATP 結合型 	 イ	 ADP 結合型 	 ウ	 動的不安定（性） 
5)	 ア	 ADP 結合型	 イ	 ATP 結合型 	 ウ	 トレッドミル 
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[55]	 次の文章の空欄に入る用語の組み合わせとして最も適当なものを選べ。 
 
アクチンと相互作用するタンパク質が多数知られている。例えば、細胞内においてアク
チン単量体に結合してアクチンフィラメント形成を抑制する（	 ア	 ）、アクチンフィ
ラメントへの単量体の付加を促進する（	 イ	 ）、アクチンフィラメントを切断する
（	 ウ	 ）はいずれもアクチンと相互作用するタンパク質である。 
 
1)	 ア：チモシン 	 イ：フォルミン 	 ウ：ゲルゾリン 
2)	 ア：ゲルゾリン 	 イ：フォルミン 	 ウ：チモシン 
3)	 ア：チモシン 	 イ：ゲルゾリン 	 ウ：フォルミン 
4)	 ア：フォルミン 	 イ：チモシン 	 ウ：ゲルゾリン 
5)	 ア：フォルミン 	 イ：ゲルゾリン 	 ウ：チモシン 
 
[56]	 次のア〜オは筋収縮が引き起こされるときに起こる現象である。これらが生起す
る順序として最も適当なものを選べ。 
 
ア) ミオシン頭部がアクチンフィラメントに結合する。 
イ) 電気シグナルが筋小胞体に伝わる。 
ウ) トロポミオシン−トロポニン複合体の配置が変化する。 
エ) 電気シグナルが横行小管（T 管）に伝わる。 
オ) 細胞質の Ca2+

濃度が上昇する。 
 
1)	 イ	 →	 オ	 →	 エ	 →	 ア	 →	 ウ 
2)	 エ	 →	 イ	 →	 オ	 →	 ウ	 →	 ア 
3)	 エ	 →	 オ	 →	 イ	 →	 ア	 →	 ウ 
4)	 イ	 →	 エ	 →	 オ	 →	 ウ	 →	 ア 
5)	 オ	 →	 イ	 →	 エ	 →	 ア	 →	 ウ 
 
[57]	 動物細胞の細胞周期と細胞分裂に関する記述として誤っているものを選べ。 
1)	 サイクリンと CDK の複合体の重要な活性制御方式の一つは、サイクリンの量が変動

することである。 
2)	 p53 や Rb (網膜芽細胞腫タンパク質)は細胞周期制御に不可欠な分子であり、欠失さ

せると細胞周期の進行が阻害される。 
3)	 染色体からコヒーシンが外れることにより、姉妹染色分体の腕部の分離が起こる。 
4)	 微小管は、染色体上の動原体と中心体とを繋ぎ、紡錘体を形成する。 
5)	 アクチン繊維からなる収縮環の形成と収縮により、細胞質分裂が遂行される。 
 
[58]	 動物の減数分裂に関する記述として誤っているものを選べ。 
1)	 減数第一分裂時に染色体の組み換えが起こる。 
2)	 減数第一分裂時に姉妹染色分体が分離する。 
3)	 減数第一分裂前期に相同染色体が対合して並ぶ。 
4)	 減数第一分裂と減数第二分裂の間には、DNA 複製が起こらない。 
5)	 相同染色体が３本ある３倍体は、有糸分裂は可能だが、減数分裂では異常が起こり

やすい。 
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[59]	 代表的ながん抑制遺伝子に、大腸がんを引き起こす大腸腺腫症（APC）遺伝子が
ある。この遺伝子に関する記述として適当でないものを選べ。	 
1)	 APC 遺伝子はがん抑制遺伝子であり、多くの大腸がんでは、一対の APC 遺伝子の両

方とも正常な機能を失っている。 
2)	 大腸がんが悪性化するには、APC 遺伝子の異常の他にも、複数のがん関連遺伝子の

変異が必要である。 
3)	 APC 遺伝子の機能が失われると、β-カテニンが細胞内に蓄積し、これが核に移行し

て特定の遺伝子の転写を促進する。 
4)	 APC 遺伝子が正常に働いている種類の大腸がんでは、別の遺伝子の異常によってβ

-カテニンが異常に蓄積していることも多い。 
5)	 APC 遺伝子のようながん抑制遺伝子の変異は劣性であるため、１個の APC 遺伝子が

異常であっても、もう片方の APC 遺伝子が正常であれば、がん発生率は正常人と同
じである。 

	 
[60]	 アンピシリンを含むバクテリア培養用の寒天培地をつくる作業の順番として最
も適当なものを選べ。 
ア 三角フラスコ中で Tryptone、Yeast extract、	 NaCl、粉末寒天を純水に混ぜる。	 
イ アンピシリンを加える。 
ウ アルミ箔の蓋をしてオートクレーブで滅菌する。 
エ 適当な温度に冷ます。 
オ 滅菌されたシャーレに分注する。 
	 
1)	 ア	 →	 イ	 →	 ウ	 →	 エ	 →	 オ	 
2)	 ア	 →	 イ	 →	 ウ	 →	 オ	 →	 エ	 
3)	 ア	 →	 イ	 →	 オ	 →	 ウ	 →	 エ	 
4)	 ア	 →	 ウ	 →	 エ	 →	 イ	 →	 オ	 
5)	 ア	 →	 オ	 →	 イ	 →	 ウ	 →	 エ	 
 
[61]	 イミンの構造として最も適当なものを選べ。ただし R、R1、R2 は炭素を含む基
を表す。 
1) R−NH3

+ 
2) R1−CO−OR2 
3) R=NH2

+ 
4) R−CO−NH2 

5) R1−CO−SR2 
 
[62]	 放射性同位体でラベルしたプライマーを用いて、ジデオキシ法で DNA の塩基配
列を決定した。このとき反応液に誤って高濃度の ddNTP（ジデオキシヌクレオチド三
リン酸）を加えてしまった。電気泳動後、オートラジオグラフィーを行うと、得られる
結果は適正濃度の ddNTP を加えたときと比べてどのようになると予想されるか。最も
適当なものを選べ。 
1)	 バンドのパターンは変化しないがすべてのバンドが薄くなる。 
2)	 バンドのパターンは変化しないがすべてのバンドが濃くなる。 
3)	 長い断片のバンドが濃くなり、短い断片のバンドが薄くなる。 
4)	 短い断片のバンドが濃くなり、長い断片のバンドが薄くなる。 
5)	 変化なし。 
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[63]	 ヘモグロビンの酸素への親和性を増大させる要因として最も適当なものを選べ。	 

1)	 pH の上昇 
2) ヘモグロビンのリン酸化 
3)	 D-2,3-ビスホスホグリセリン酸濃度の上昇 
4)	 CO2濃度の上昇 
5)	 T 状態のコンホメーションの安定化 
 
 
[64]	 次のポリペプチドをトリプシンで分解したときに得られる断片として最も適当
なものを選べ。 

Ala-Gly-Met-Arg-Phe-Glu-Leu-Lys-Met-Asn-Asn 
 
1)	 Ala-Gly-Met-Arg、	 Phe-Glu-Leu-Lys、	 Met-Asn-Asn 
2)	 Ala-Gly-Met、	 Arg-Phe-Glu-Leu-Lys-Met、	 Asn-Asn 
3)	 Ala-Gly-Met-Arg-Phe-Glu、	 Leu-Lys-Met-Asn-Asn 
4)	 Ala-Gly-Met-Arg-Phe、	 Glu-Leu-Lys-Met-Asn-Asn 
5)	 Ala-Gly-Met-Arg-Phe-Glu-Leu、	 Lys-Met-Asn-Asn 
	 
[65]	 0.02 M のグルコース-１-リン酸溶液にホスホグルコムターゼを加え放置したと
ころ、0.019 M のグルコース-6-リン酸が生じたところで平衡に達した。この反応のギ
ブスの自由エネルギー変化（ΔG）は、ΔG = ΔG0´ + RTln([グルコース-6-リン酸]/[グル
コース-1-リン酸])である。反応の標準自由エネルギー変化、ΔG0´として最も適当な値
を次の選択肢の中から選べ。ただし、反応は 27℃で行い、ln19 = 2.9、ln20 = 3.0、気体
定数 R＝8.3 J mol-1 K-1とせよ。	 
	 
1)	 ΔG0´ = -7.5 kJ/mol	 
2)	 ΔG0´ = -7.2 kJ/mol	 
3)	 ΔG0´ =   0 kJ/mol	 
4)	 ΔG0´ =  7.2 kJ/mol	 
5)	 ΔG0´ =  7.5 kJ/mol	 
 
[66]	 ア〜エは生体でよくみられる脂肪酸の化学式である。最も融点が低い脂肪酸と
最も融点が高い脂肪酸はそれぞれどれか。最も適当な組み合わせを選べ。 
 
ア	 CH3(CH2)14COOH 
イ CH3(CH2)18COOH 
ウ CH3CH2(CH=CHCH2)3(CH2)6COOH 
エ CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH 
 
	  最も融点が低い脂肪酸 最も融点が高い脂肪酸 
1)	 	 	 ア	 	 	 ウ	 
2)	 	 	 ウ	 	 	 エ	 
3)	 	 	 ア	 	 	 イ	 
4)	 	 	 ウ	 	 	 ア	 
5)	 	 	 ウ	 	 	 イ	 
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[67]	 次の文章の空欄に当てはまる用語の組み合せとして最も適当なものを選べ。	 

 
（	 ア	 ）はもっとも良く研究された（	 イ	 ）型の環状構造をもつイオノフォアであ
る。（	 ア	 ）は、世界で初めて結晶構造が決定されたチャネルタンパク質 KcsA と同
じイオンである（	 ウ	 ）を透過する。 
 

ア	 	 	 イ	 	 	 ウ	 
1)	 ジニトロフェノール	 キャリア	 	 ナトリウムイオン	 
2)	 バリノマイシン	 	 キャリア	 	 カリウムイオン	 	 
3)	 ジニトロフェノール	 キャリア	 	 カリウムイオン	 	 
4)	 バリノマイシン	 	 チャネル	 	 プロトン	 	 
5)	 ジニトロフェノール	 チャネル	 	 プロトン	 
	 
[68]	 右図は酵素反応における基質濃
度と反応速度の関係をラインウイーバ
ー・バークプロットしたものである。こ
の酵素反応におけるKMとVmaxの値に最
も近い数値の組み合わせとして最も適
当なものを選べ。	 
1)	 KM = 4 µM Vmax = 0.8 mM s-1	 
2)	 KM = 0.25 µM Vmax = 0.8 mM s-1 
3)	 KM = 0.25 µM  Vmax=1.25 mM s-1	 
4)	 KM = 4 µM Vmax=1.25 mM s-1 
5)	 KM = −4 µM Vmax = 0.8 mM s-1	 
	 
	 
[69]	 ある生物において３種類の酵素α,β,γで触媒される３段階のある代謝経路を
考える。ア〜エの情報から予想されるこの代謝経路の順序として最も適当なものを選べ。	 
ア	 酵素βの阻害剤 X を加えると D が蓄積する。	 
イ	 酵素γの変異体は増殖に C を必要とする。	 
ウ	 酵素αの阻害剤 Y を加えると A、B、D が蓄積する。	 
エ	 酵素γの阻害剤 Z を加えると A と D が蓄積する。	 
	 
1)	 C → A → D → B 
2)	 C → D → A → B 
3)	 B → C → A → D 
4)	 D → A → B → C 
5)	 D → A → C → B	 
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[70]	 次の文章の空欄に当てはまる用語の組み合せとして最も適当なものを選べ。	 

 
Ras はキナーゼカスケードを活性化する。活性化型 MAP キナーゼ類はサイトゾルから
核に移行して Fos、Jun、Myc などの（	 ア	 ）を（	 イ	 ）して活性化する。（	 ウ	 ）
が Ras シグナル伝達経路を活性化すれば細胞増殖と分化をもたらすタンパク質の合成
が促進され、燃料分子が豊富だという（	 ウ	 ）のシグナルに応える。キナーゼカス
ケードの利点は、シグナルを細胞内で大幅に増幅できる事である。さらに数種の標的タ
ンパク質が（	 イ	 ）されるので、何種類かの細胞内経路を同時に活性化できる。	 
	 
	 	 	 ア	 	 	 	 イ	 	 	 	 ウ	 
1)	 翻訳因子 リン酸化  アセチルコリン 
2)	 転写因子 脱リン酸化 インスリン 
3)	 リプレッサー ファルネシル化 アドレナリン 
4)	 翻訳因子 脱リン酸化 パラトルモン 
5)	 転写因子 リン酸化  インスリン 
	 
[71]	 ペントースリン酸経路の全反応は、下記の式で表せる。空欄に当てはまる化合物
の組み合わせとして最も適当なものを選べ。	 
 

3 (	 ア	 )＋6NADP＋＋3H2O → 6NADPH＋6H＋+3CO2＋2(	 イ	 )＋(	 ウ	 ) 
 
1)	 ア：グルコース 6-リン酸、イ：フルクトース 6-リン酸、ウ：グリセルアルデヒド 3-リン酸 
2)	 ア：グルコース 1-リン酸、イ：リブロース 5-リン酸、ウ：エリトロース 4-リン酸 
3)	 ア：グルコース 1-リン酸、イ：エリトロース 4-リン酸、ウ：フルクトース 6-リン酸 
4)	 ア：グルコース 6-リン酸、イ：グリセルアルデヒド 3-リン酸、ウ：リブロース 5-リン酸 
5)	 ア：グルコース、イ：エリトロース 4-リン酸、ウ：グリセルアルデヒド 3-リン酸 
 
[72]	 C4植物および C4サイクルに関する記述として最も適当なものを選べ。 
1)	 C4植物は、日照の強弱に関わらず C3植物よりも CO2固定能力が高い。 
2)	 C4植物は、光合成を行う細胞内に CO2を濃縮することで光呼吸を防ぐ。 
3)	 C4サイクルでは、ルビスコが第一段階を触媒する。 
4)	 C4サイクルでは、維管束鞘細胞が大気の CO2を取り込む。 
5)	 変形 C4サイクルをもつ CAM 植物では、CO2を昼間にだけ取り込み、C4サイクルの

反応でリンゴ酸にして蓄える。 
 
[73]	 食事由来のコレステロールを肝臓に運ぶリポタンパク質として最も適当なもの
を選べ。 
1)	 キロミクロン 
2)	 超低密度リポタンパク質（VLDL） 
3)	 中間密度リポタンパク質（IDL） 
4)	 低密度リポタンパク質（LDL） 
5)	 高密度リポタンパク質（HDL） 
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[74]	 C16 脂肪酸のパルミトイル CoA１分子がβ酸化により完全酸化された場合、
FADH2、NADPH、アセチル CoA はそれぞれ何分子生成されるか。最も適当な組み合わ
せを選べ。	 

FADH2  NADPH  アセチル CoA 
1) ２分子  ２分子  ２分子 
2) ２分子  ４分子  ７分子 
3) ４分子  ４分子  ５分子 
4) ７分子  ７分子  ８分子 
5) ８分子  ８分子  ８分子 
	 
[75]	 尿素サイクルに関する記述として最も適当なものを選べ。 
1)	 尿素に取り込まれる二つの窒素原子はアンモニアとアスパラギンとして入る。	 
2)	 カルバモイルリン酸のカルバモイル基をアルギニンに転移してシトルリンができる。	 
3)	 アルギナーゼによるアルギニンの加水分解によって尿素が生成される。	 
4)	 尿素は尿素サイクルの酵素により腎臓で合成される。	 
5)	 アミノ酸の分解速度が上昇すると、尿素サイクルの速度は低下する。	 
	 
[76]	 AMP 依存プロテインキナーゼ（AMPK）は、AMP 濃度に応答してその活性を大
きく変化させるアロステリック酵素である。AMPK は ATP 生産につながる分解経路の
酵素を活性化し、生命維持に必須の過程に ATP を供給する。AMPK の機能として適当
ではないものを選べ。	 
1)	 虚血心筋の解糖を活性化する。 
2)	 肝臓における脂質合成と糖新生を阻害する。 
3)	 骨格筋の脂肪酸酸化とグルコース取込みを促進する。 
4)	 がん細胞の増殖を促進する。 
5)	 脂肪細胞の脂質分解を阻害する。 
	 
[77]	 プリンヌクレオチド新規合成経路は、ハトに色々な同位体ラベル化合物を投与し
て、排泄される尿酸の標識原子を調べることで推定された。ハトに投与した時、プリン
環に取り込まれない化合物として最も適当なものを選べ。	 
1)	 グリシン	 
2)	 HCO3

-
	 

3)	 ギ酸	 
4)	 グルタミン	 
5)	 リン酸	 
	 
[78]	 ヒストン H3, H4 の N 末端領域でメチル化されるアミノ酸残基の組み合せとして
最も適当なものを選べ。	 
1)	 ロイシン、アラニン	 
2)	 アスパラギン、アスパラギン酸	 
3)	 チロシン、トリプトファン	 
4)	 リシン、アルギニン	 
5)	 S-アデノシルメチオニン、メチオニン	 
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遠心分離についての次の文章を読んで、[79]	 〜	 [83]の問いに答えよ。	 
	 

質量 m の粒子を、回転半径 r、回転角速度ωで回転すると、
遠心加速度 rω2が発生し、その粒子には遠心力 f が働く。
この遠心力は次の式で表せる。	 
	 f  = mrω2	 	 ……………………………………(1)	 
ここで、m :	 粒子の質量	 (g)、r:	 回転半径(cm)、ω:	 回
転角速度(rad/ sec)とする。	 
一般に実験室で行う遠心分離では、遠心加速度の単位とし
て、地球の重力加速度 g との相対値を用いている（相対遠

心加速度	 =	 RCF とよび、”× g”を付けて表す、たとえば 10,000 × g）。	 
	 

ここで、この粒子が回転軸を中心に１分間当たり N 回転しているとすると、相対加速度
は式(1)から次のように式(2)で表される。	 

	 

	 

	 

	 
	 

	 
	 
[79]	 上記の式(2)において、	 ア	 に入る数値または数式として最も適当なものを選
べ。ただし、角速度の単位は rad/sec、加速度の単位は cm/sec2とする。	 
1)	 2 
2)	 980 
3)	 π 
4)	 2πN 
5)	 60 
	 
[80]	 上記の式(2)において、	 イ	 に入る数値または数式として最も適当なものを選
べ。ただし、角速度の単位は rad/sec、加速度の単位は cm/sec2とする。	 
1)	 2 
2)	 980 
3)	 π 
4)	 2πN 
5)	 60 
	 
[81]	 上記の式(2)において、	 ウ	 に入る数値または数式として最も適当なものを選
べ。ただし、角速度の単位は rad/sec、加速度の単位は cm/sec2とする。	 
1)	 2	 
2)	 980 
3)	 π 
4)	 2πN 
5)	 60 
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さて、式(2)を整理すると、	 

RCF = 1118 × r × N2×10-8（×g）	 	 ……………………………………(3)	 
r:	 回転半径(cm)	 
N:	 一分間当たりの回転数(rpm)	 
となる。	 
	 
[82]	 細胞破砕液から膜画分を分離するために、最大遠心加速度 100,000 ×g で遠心した
い。遠心機のローターの最大半径が 5.5 cm の場合、次のどの回転速度で遠心を行えば
よいか。式(3)を用いて計算し、得られた値に最も近いものを選べ。	 
1)	 50,000 rpm 
2)	 45,000 rpm 
3)	 40,000 rpm 
4)	 35,000 rpm 
5)	 30,000 rpm 
	 
[83]	 別のローターの最大回転速度は 100,000 rpm であり、その最大半径は 4.8 cm であ
る。このローターを用いた遠心で得られる最大遠心加速度はいくらか。式(3)を用いて
算出し、最も近い値を選べ。	 
1)	 800,000 ×g 
2)	 700,000 ×g 
3)	 600,000 ×g 
4)	 500,000 ×g 
5)	 400,000 ×g 
	 
生物において、光、熱、化学反応(酸化還元含む)の三つは非常に大きな役割を果たす。
この三つに関する[84]〜[86]の問いに答えよ。ただし、プランク定数 h = 7 x 10-34 m2 kg/s、
光速	 c = 3 x 108 m/s,	 ボルツマン定数	 k = 1 x 10-23 m2 kg s-2 K-1、アボガドロ数 NA=6 x 
1023とする。	 
	 

[84]	 光子一つのエネルギーを表す式を選べ。ただし、光の振動数を ν(/s)とする。	 
1)	 hν2	 
2)	 kν	 
3)	 hν 
4)	 h/ν 
5)	 khν	 
	 
[85]	 温度 T(K)の熱平衡状態において、自由度一つ(たとえば一方向の並進運動)当た
りに分配される熱エネルギーは以下のどれで表されるか。最も適当なものを選べ。	 
1)	 0.5 kT2 
2)	 0.5 h/T 
3)	 0.5 kT 
4)	 0.5 hT 
5)	 0.5 khT 
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[86]	 波長 600 nm の電磁波の光子一つのエネルギーの大きさを Elight、ATP 一分子の加
水分解の標準エネルギー変化の絶対値を EATP、温度 300K において１自由度あたりに分
配される熱エネルギーの大きさを Eheatとした場合 Elight : EATP : Eheatの比率に最も近いも
のを選べ。ただし、ATP の加水分解による標準自由エネルギー変化は-30 kJ/mol である
とする。	 
1)	 200 : 30 : 1 
2)	 2000 : 300 : 1 
3)	 20 : 3 : 1 
4)	 200 : 3 : 10 
5)	 20000 : 300 : 1 
 
[87]	 壁の高さが無限、底面の長
さ１の一次元井戸型ポテンシャル
V(図)の中に質量 m (m > 0)の粒子
が一つ閉じ込められている状態を
考える。すなわち、位置 x として、	 
x < 0 or x > 1: V = ∞ 
0 < x < 1: V = 0 
このとき、基底状態(最もエネルギ
ーの低い状態)における粒子の確
率密度分布をシュレディンガー方程式によって計算した結果として、最も適当なものを
選べ。ただし、次の 1)〜5)において、横軸が位置 x を表し、左端が x = 0,	 右端が x = 1。
縦軸が確率密度を示し、縦軸中央が確率密度 0 を表すものとする。	 
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[88]	 同様に二番目にエネルギーが低い状態における粒子の確率密度分布として、[87]
の選択肢から最も適当なものを選べ。	 
	 
[89]	 光に関する記述として最も適当なものを選べ。	 
1)	 緑色のレーザーで風船を割る場合、緑色の風船の方が赤色の風船よりも割れやすい。	 
2)	 光の三原色は赤、青、緑であり、人間にとっては、この三つの光の組み合わせで全

ての色を再現できているように見えるが、これはほとんどの哺乳類に共通である。	 
3)	 温度が高い物体は波長が短い光を、低い物体は波長が長い光を発する。	 
4)	 光を 6 割透過する板を二枚重ねた場合、光は 2 割透過する。	 
5)	 光の速度はどんな物質の中でも変わらない。	 
	 
[90]	 生物の実験における冷媒として液体窒素やドライアイスが使われることは多い。
液体窒素に関する記述として誤っているものを選べ。	 
1)	 １気圧の沸点は-180℃以下である。	 
2)	 密閉された室中にまくと酸欠になる恐れがある。	 
3)	 密栓された容器に保存しない。	 
4)	 0.1 秒でも指をつけると凍傷になる。	 
5)	 より低温の冷媒として液体ヘリウムがある。	 
	 
[91]	 ドライアイスに関する記述として誤っているものを選べ。	 
1)	 1 気圧、室温環境下での温度はおよそ-80℃である。	 
2)	 大気中に放置したときに見える白い煙状のものは、主に二酸化炭素である。	 
3)	 室温、1 気圧で放置すると液体を経ずに昇華によって気体に変化する。	 
4)	 アセトンなどの有機溶媒と組み合わせることで、-80℃よりも低い温度の寒剤をつく

ることができる。	 
5)	 同じ体積の水よりも重い。	 
	 
[92]	 二つの同じ大きさの球を弁で繋いだ装
置を考える（右図）。初期状態においては、左
の球に 1 モルの理想気体が入っており、右の
球は真空である(A)。ここで弁を開くと気体は
右の球にも広がり、等分に分配されるだろう
(B)。弁の開閉動作によって、弁以外の球や装
置の形はまったく変化しないとする。系全体
は外部の温度 T の熱源に接しており、内部の
気体は常に温度 T に保たれているものとする。
弁を開く前後で、気体が外界から得た熱を q 
(外界から正の熱を得た場合に q は正、外界に
正の熱を与えた場合に q は負)、外界からなさ
れた仕事を w	 (気体が圧縮される方向の仕事の場合 w は正、膨張する方向の場合 w は
負)、圧力変化ΔP、エントロピー変化ΔS とする。w と q との組み合わせとして最も適当
なものを選べ。	 
1)	 w = 0, q = 0  
2)	 w = 0, q < 0 
3)	 w = 0, q > 0 
4)	 w < 0, q = 0 
5)	 w < 0, q < 0 
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[93]	 [92]と同様に、ΔP とΔS の組み合わせとして最も適当なものを選べ。	 
1)	 ΔP = 0,	 ΔS = 0 
2)	 ΔP = 0,	 ΔS > 0 
3)	 ΔP < 0,	 ΔS = 0 
4)	 ΔP < 0,	 ΔS < 0 
5)	 ΔP < 0,	 ΔS > 0 
 
 


