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2020年4月入学試験2019年9月． 

大学院先進理工学研究科修士課程

生命理工学専攻

問題表紙

。問題用紙が 8 ページあることを試験開始直後に確認しなさい。

。解答用紙が＿＿＿＿＿±一枚綴りが_l_一組あることを試験開始直後に確認しなさい。

試験開始後，問題Aと記入された解答用紙が 2枚，問題Bと記入された解答用紙が 2枚，

合計で4枚の解答用紙があることを確認しなさい。

解答を記入する前に，配布された全ての解答用紙（4枚）の所定欄に，

受験番号，氏名を記入しなさい。

専門科目 8科目の中から， 2科自を選択して解答しなさい。

1科目につき 2枚， 2科目で合計 4枚の解答用紙を使いなさい。

全ての解答用紙の所定欄に，解答する問題番号 (1～8）と科目名を記入しなさい。

問題番号と科目名は，それぞれ以下のとおりである。

① 

② 

③ 

④ 

生化学
分子生物学
細胞生物学
発生生物学

動物生理学
植物生理学
生態学
物理生物学

1
2
3
4
5
6
7
8
 

各科目には，問題Aと問題Bがある。

それぞれに問題Aあるいは問題Bと記入されている解答用紙を使いなさい。

試験終了後，全ての解答用紙（4枚）を提出しなさい。

⑤ 

⑤ 



問 題番号巳コ

2 0 1 9年 9月・ 2020年4月入学試験問題

大学院先進理工学研究科修士課程生命理工学専攻

科目名： 生化学

以下の問題A, Bの全てについて解答しなさい。
解答用紙は，問題A, Bのそれぞれに各1枚用いなさい。（合計2枚）

匝園

次の（1）から（7）の語句より 5つを選び，できる限り詳細に説明しなさい。

No.巳／日

(Choose 5 subjects from the following 7 subjects, and explain each subject in detail as much as 

possible.) 

(1) ATPアーゼ（ATPase)

(2）競合阻害（competitiveinhibition) 

(3）エドマン分解（Edmandegradation) 

(4）基質特異性（subs廿atespeci五city)

(5）受容体チロシンキナーゼ（receptortyrosine kinase) 

(6）疎水相互作用（hydrophobicinteraction) 

(7）エタノーノレ（ethanol)

匝圏

次の問題（1), (2）の全てについて解答しなさい。

( 1）タンパク質と低分子化合物が相互作用する例をあげ，それぞれ図を添えて詳細に説明しなさい。
(Give several examples of interaction between proteins and low molecular weight compounds, and 
explain them in detail with figures.) 

(2）生体組織から抽出，純化したタンパク質の性状を調べるために，できるだけ多くの測定項目を設

定し，各々についての方法について，適切な図を添えて説明しなさい。
(In order to examine the properties of proteins extracted and purified from living tissues, set as many 
measurement items as possible, and explain the method for each with appropriate figures.) 



問題番号Cu

2 0 1 9年9月・ 2020年4月入学試験問題

大学院先進理工学研究科修士課程生命理工学専攻

科目名： 分子生物学

以下の問題A, Bの全てについて解答しなさい。
解答用紙は，問題A, Bのそれぞれに各1枚用いなさい。（合計2枚）

画面

次の（1）から（5）の全ての語句について簡潔に説明しなさい。

(1）サテライト DNA(satellite DNA) 

(2）自クランプ（~clamp) 
(3）アンチセンス鎖（antisensestrand) 

(4）コアクチベーター（coactiva旬，r)
(5) 30 nmクロマチン繊維（30nm chromatin直ber)

直圏

次の問題（1）から（3）の全てについて解答しなさい。

No.D／日

(1）閉環状（closedcircular)DNAとRNAポリメラ｝ゼ（polymerase）などを用いて，試験管内 Un
げ仕・o）で転写実験（transcription experiment）を行ったところ，負の超らせん構造（negatively

supercoiled structure）をとったDNAを用いた場合には転写物（transcript）が得られたが，正の超ら

せん構造（positivelysupercoiled structure）をとったDNAを用いた場合には得られなかったo その理

由について考察しなさい。

(2) A君は，ある細胞の形質（trait）を大きく変化させて， Xとよばれる細胞にすることができる遺伝
子を追究（investigate）している。これまでに，X細胞のなかでは 24の遺伝子が発現している（express)
ことを明らかにすることができた（clari直ed）。これらのなかから目的の遺伝子を効率的に（efficiently)

同定する（identiか）ために， A君は，この後どのような実験をすれば良いか述べなさい。

(3) 1993年度のノ｝ベル化学賞（官1eNobel Prize in Chemistry）は， KaryBanks MullisとMichael

Smithに与えられた。KaryBanks Mullisが考案した方法（method）は，その後の分子生物学や生命

科学の進展（progress）に多大な貢献をした（contributed）。ノーベル賞の対象となった彼の業績

(achievement）について述べなさい。



2 0 1 9年9月・ 2020年4月入学試験問題

大学院先進理工学研究科修士課程生命理工学専攻

科目名： 細胞生物学

問題番 号 〔己

以下の問題A, Bの全てについて解答しなさい。

解答用紙は，問題A, Bのそれぞれに各1枚用いなさい。（合計2枚）

恒国

次の（1）から（4）の全ての語句について簡潔に説明しなさい。

( 1）原核生物 (prokaryote) 

(2）ポリリボソーム（polyribosome)

(3）密着接合（tightjunction) 

(4）マイクロ RNA(microRNA) 

匿圏

No.巳 ／日

近年，再生医療で注目されている下記（1）と（2）の幹細胞 （StemCell)に関して，両者の違いを踏ま
えて簡潔に説明しなさい。

(1) ES細胞（EmbryonicStem Cell) 

(2) iPS細胞（inducedPluripotent Stem Cell) 



問題番号ヒヨ

2 0 1 9年9月圃 2020年4月入学誌験問題

大学院先進理工学研究科修士課程生命理工学専攻

科目名： 発生生物学

以下の問題A, Bの全てについて解答しなさい。

解答用紙は，問題A, Bのそれぞれに各1枚用いなさい。（合計2枚）

置国

No.日 ／Li

次の（1）から（7）の語句の中から 5つを選び，それぞれ2～ 3行程度で簡潔に説明しなさい。

(1）ホメオティック変異（homeoticmutation) 

(2）ボディプラン（bodyplan) 

(3）細胞系譜（celllineage) 

(4）成体幹細胞（adultstem cell) 

(5）非対称細胞分裂（asymmetriccell division) 

( 6) Cre/loxPシステム（Cre/lox:P system) 
(7）機能獲得実験と機能欠失実験（gain-of-functionexperiment and loss-of-function experiment) 

匿画

次の問題（1), (2）の全てについて解答しなさい。

(1）多細胞生物（multicellularorganism）の形成において，発生（development）はlつの細胞から

完全な個体がつくられる過程（process）のことをあらわす。 1つの幹細胞（stemcell）が発生の進行と

ともに多様な細胞（cell diversity）を生み出す原理について，幹細胞の分化能力（differentiationpotency) 

の観点から説明しなさい。

(2）細胞は時間や空間情報（temporaland spatial information）に基づいて様々な性質を獲得してい

くが，発生において時間や空間情報が生み出される仕組みと，これらの情報が発生現象（developmental

phenomena）に変換される過程について具体例を挙げて説明しなさい。



問題番号GJ

2 0 1 9年9月・ 2020年4月入学試験問題

大学院先進理工学研究科修士課程生命理工学専攻

科目名 ： 動物生理学

以下の問題A, Bの全てについて解答しなさい。

解答用紙は，問題A, Bのそれぞれに各1枚用いなさい。（合計2枚）

匿国

No.L)／巴

生体の機能は細胞聞のシグナル伝達（signaling）により調節されている。細胞聞のシグナル伝達（signaling)

とシグナル分子（signalingmolecule）について次の全ての問いに解答しなさい。

(1）細胞聞のシグナル伝達様式（signalingmechanism）には内分泌型（endocrinetype），傍分泌型（paracrine

type），自己分泌型（autocrinetype），神経分泌型（neurosecretorytype），シナプス型（synaptictype）など

がある。神経分泌型（neurosecretorytype）とシナプス型（synaptictype）のシグナノレ伝達様式を図示して
簡潔に述べなさい。

(2）細胞間のシグナル伝達（signaling）は神経伝達物質（neuro仕組smitter）とホルモン（hormone）に大

別される。代表的な神経伝達物質（neurotransmitter）とホルモン（hormone）をそれぞれ 1つずつ挙げて
その基本的な構造（structure）と働き (action）を説明しなさい。

匿圏

1900年代に脳（brain）のニューロン（neuron）が脳ホルモン（neurohorrnone）を分泌することが提唱さ

れ，その後3 ノーベル賞の決闘で、知られるように，重要な脳ホルモン（neurohormone）の探索が始まっ
た。次の問題（1), (2）の全てについて解答しなさい。

( 1）発見された脳ホルモン（neurohormone）を一つ挙げてその基本的な構造（basicstructure）と働き（action)

を説明しなさい。

(2）脳（brain）にはまだ未同定の脳ホルモン（unknown neurohormone）が存在すると考えられる。未同

定の脳ホルモン（unl但 ownneurohormone）の探索法（searching）を述べなさい。



問題番号GJ

2 0 1 9年9月・ 2020年4月入学試験問題

大学院先進理工学研究科修士課程生命理工学専攻

科 目 名： 植物生理学

以下の問題A, Bの全てについて解答しなさい。

解答用紙は，問題A, Bのそれぞれに各1枚用いなさい。（合計2枚）

匝画

次の (1）から (5) の全ての聞いにそれぞれ簡潔に答えなさい。

( 1）圧流説（pressure-flowmodel)のメカニズムを説明しなさい。

(2）導管（vessel)の中を水が移動するメカニズムを説明しなさい。

No. Li ／ 日

(3）風速（wind speed）が異なると，葉の最適な大きさ（optimumleaf area）が変化する理由を説明

しなさい。
(4）ラン科植物（orchid）の種子（seed）は極めて細かいものが多い。 このことのメリット（merit)

とデメリット（demerit）を論じなさい。

(5）多くの木の樹皮（bark）に割れ目があったり一部がはがれ落ちたりすることは，植物の成長様式

のどのような点を反映しているのかを説明しなさい。

恒圏

光合成電子伝達（photosyntheticelectron transport）に働くシトクロム hsf複合体（cytochromehsf 
complex）は，光化学反応（photochemicalreaction）に直接関与しないにもかかわらず，クロロフィノレ

(chlorophyll) とカロテノイド（carotenoid）を結合している。これらの色素（pigment）が3 それぞ

れどのような役割を果たしているのかについて，自分なりの考えでよいので，論理的に説明しなさい。



2 0 1 9年 9月・ 2020年4月入学試験問題

大学院先進理工学研究科修士課程生命理工学専攻

科 目 名 ： 生態学

問題番号0
以下の問題A, Bの全てについて解答しなさい。

解答用紙は3 問題A, Bのそれぞれに各 1枚用いなさい。（合計2枚）

恒国

次の（1）から（8）の全ての語句について簡潔に説明しなさい。

(1）腐食連鎖（detritus food chain) 

(2）リーピッヒの最小律（Liebig’slaw of the minim um) 
(3）一次遷移（primarysuccession) 

(4）生物群系（バイオーム） (biome) 

(5）水温躍層 （thermocline)

(6）ベルクマンの法則（Bergmann’srule) 
(7）菌根（mycorrhiza)

(8) r ・ K戦略説（r広 selectiontheory) 

匿圏

次の問題（1),(2）の全てについて解答しなさい。

No.Cu／回

(1）森林生態系（forestecosystem）における炭素循環（carboncycle）と窒素循環（nitrogencycle) 

の概略を，模式図（diagram）を用いて説明しなさい。また，両者の主な違い（differences）について
も述べなさい。

(2）陸域における有機物分解（organicmatter decomposition）とその時間的変化（temporalchange) 

について，以下の用語（technicalterms）を用いて説明しなさい。

－化学変性（chemicalalteration) 

・溶脱 Cleaching) 

・破砕（fragmentation)

・易分解性（labile)

・難分解性（recalcitrant)

・リグニン（lignin)



No.Li ／ 日
2 0 1 9年9月・ 2020年4月入学試験問題

大学院先進理工学研究科修士課程生命理工学専攻

科 日 名： 物理生物学

問題番号巴ゴ

以下の問題A, Bの全てについて解答しなさい。

解答用紙は，問題A, Bのそれぞれに各1枚用いなさい。 （合計2枚）

盟副

次の事項についてできる限り詳細に説明しなさい。

(Explain the following subjects in detail.) 

( 1）水の特徴（例えば分極，状態図3 気化熱・融解熱） [Character of water (e.g., polarization, phase 

diagram, vaporization heat and fusion heat)] 
(2）イオンチャネノレの種類とそれらの特徴（骨pesof ion channels and their distinguishing features) 

(3) トランスポーター（膜輸送体）の種類とそれらの特徴（Types of transporters and their 

distinguishing features) 

(4) Gタンパク質共役型受容体（G・protein・coupledreceptor: GPCR) 

恒璽E
次の間題 (1）から（3）の全てについて解答しなさい。

(Answer the following 3 questions.) 

(1）タンパク質リン酸化の物理化学的意味について説明しなさい。
(Explain the physicochemical meanings of phosphorylation of proteins.) 

(2）動物は可視光線（波長が 380m くらいから 780 nmくらいまで）を情報として利用する場合が多

い。しかし，敢えて紫外線や赤外線を利用している場合がある。この例をひとつあげて3 その優位性を

説明しなさい。
(Animals usually use visible 1 ight （λ ＝ ca. 380 -780 nm) as information. 

animals purposely use ultraviolet rays or infrared rays. Describe an example 

and its advantage.) 

However, some 

of these cases 

(3）細胞外の刺激は，細胞内！こ入ってから増幅されたり収束されたりして，転写に関与したり，細胞と

してのはたらきを行う。このような細胞内でのシグナル・トランスダクション機構をひとつ例示しなさ
し、。

(Extracellular signal molecules are converted into second messengers in cells. The second 

messengers are amplified or unified in cells, resulting in the involvement of transcription 

regulation or effects as cells. Indicate an example of these signal transduction mechanisms.) 




