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1 問題表紙 I 

◎問題用紙が」L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_!_枚綴りが―L組あることを試験開始直後に確認しなさい。

①試験開始後， □匝i幻と記入された解答用紙が 2枚， □匝亘豆］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。

②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。

③専門科目 4科目の中から， 2科目を選択して解答しなさい。

④ 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 (1~4) 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 細胞生物学・分子生物学

2 生理学•発生生物学
3 生態学・進化生物学

4 植物生化学•生物物理学

⑤各科目には日且墜心と門閂墜上竺〗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。

⑥試験終了後，全ての解答用紙 (4枚）を提出しなさい。
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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・分子生物学

問題番号［こ二l
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）

圃

次の語句について簡潔 (2~3行程度）に説明しなさい。

(1) ヒストンオクタマー (histoneoctamer) 

(2) 非コード RNA(non-coding RNA) 

(3) エピジェネティック制御（・ ・epigenetic regulation) 

(4) SNAREタンパク (SNAREproteins) 

(5) COPII 

(6) 電子顕微鏡断層撮影法 (Electron-microscopetomography) 

厠

次の問題 (1) から (3) の全てについて解答しなさい。

No［口／丘二l

(1) PEV (position effect variegation)と呼ばれる現象 (phenomenon)とテロメアサイレンシング (telomeric

silencing) と呼ばれる現象の共通点 (acommon feature)について述べなさい (describe)。

(2) 2020年度のノーベル化学賞 (TheNobel Prize in Chemistry) はEmmanuelleCharpentierとJennifer

Doudnaの 2人に与えられた (awarded)。ノーベル賞の対象 (awardedfor) となった 2人の業績

(achievement) について述べなさい。

(3) 真核細胞において，タンパク質の一部は小胞輸送というシステムによって，細胞内外の適切な場

所に送られる。このシステムには回収経路が存在し，本来小胞体で働くタンパク質が小胞体から

抜け出した場合，小胞体に回収される仕組みがある。 BiPのような水溶性の小胞体タ ンパク質が小

胞体に回収される仕組みを，下記の用語を使って簡潔に説明しなさい。

用語： KDEL配列， COPI
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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：
生理学•発生生物学

---•~--- --. 

問題番号［三□］
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

次の (1)から (6)の全ての項目について詳細に説明しなさい。

(Explain the following 6 subjects in detail.) 

(1) チャネル (channel) 

(2)アンギオテンシン変換酵素 (angiotensinconversion enzyme) 

(3)アルカローシス (alkalosis) 

(4)母性効果遺伝子 (maternal-effect gene) 

(5) 多精拒否 (blocks to polyspermy) 

(6)位置情報 （ positional information) 

No［こ］／□□



----

問題番号［三J

圃

2021年9月・ 2022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： 生理学•発生生物学

次の問題 (1) から (4)の全てについて解答しなさい。

(Answer all of the following questions (1) through (4).) 

No［こ］／丘二|

(1) ヒト体内の体液区画の恒常性の維持について，以下の 7つの用語を全て使用して説明しなさい。

(Explain the homeostasis of fluid compartments in the human body using all seven of the following terms.) 

血漿 (plasma)，間質液 Cinterstitium)，細胞外液 (extracellularfluid), 

細胞内液 (intracellularfluid)，抗利尿ホルモン (antidiuretichormone), 

水分欠乏 (hypohydration)，出血 (bleeding)

(2) アルプミン結合性色素を用いる動物の血漿量測定法について，グラフを添えて説明しなさい。

(Explain about a measurement of plasma volume in an animal using albumin-binding dye, with a graph.) 

(3)発生過程では，均ーな細胞集団が極性や異なる性質を獲得する‘対称性の破れ＇がしばしばみられる。

発生過程における対称性の破れの例を挙げ，その機構について説明しなさい。

(During development,'symmetry breaking', in which a homogeneous population of cells acquires polarity 

or distinct properties, is often observed. Give an example of a symmetry breaking event during 

development and explain its mechanism.) 

(4) マウスの成体幹細胞に発現する遺伝子Aの機能を調べるために，遺伝子Aのノックアウトマウス

を作製したところ，胎生致死であったために生後解析を行うことができなかった。成体幹細胞に

おける遺伝子 Aのはたらきを調べるための機能欠失実験を考案し，その方法について説明しなさ

Vヽ

(To investigate the function of a gene A expressed in mouse adult stem cells, knockout mouse of gene A 

was generated. However, due to its embryonic lethality, postnatal analysis was not feasible. Design an 

experiment to investigate the function of gene A in adult stem cells and explain its method.) 
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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・進化生物学

問題番号［三二］

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

1. 次の（1) から (7) の全ての語句について簡潔に説明しなさい。

(Explain the following 7 subjects briefly.) 

(1)ハドレー循環 (Hadleycirculation) 

(2) 内的自然増加率 (intrinsicrate of natural increase) 

(3)純一次生産量 (netprimary production) 

(4)根圏 (rhizosphere)

(5) 土壌呼吸 (soilrespiration) 

(6)最終収量一定の法則 (lawof constant final yield) 

(7)真光層 (euphoticzone) 

No.G]/□□ 

2. 生態学的手法に基づいて森林の生態系純生産量を推定する方法について詳細に説明しなさい。

(Explain in detail how to estimate the net ecosystem production of forest ecosystems based on the 
biometric-based approach.) 

匪

1. 次の (1) から (5)の全ての語句について，具体例を挙げつつ簡潔に説明 しなさい。

(1)適応放散 (adaptiveradiation) 

(2)生物学的種概念 (biologicalspecies concept) 

(3)形質置換 (characterdisplacement) 

(4)海洋島 (oceanicisland) 

(5)収飲進化 (convergentevolution) 

2. かつて狩猟獣と してオーストラリアに導入されたアナウサギは，その後野外において劇的に増殖

し，植生の破壊をもたらした。そこで 1950年，アナウサギを駆除するため，兎粘液腫を引き起こ

す ミクソーマウイルスが導入されることとなった。当初の致死率は 99％であった。ところが，致

死率は急速に低下し，駆除計画は成功に至らなかった。この現象の進化的背景には，アナウサギ

がミ クソーマウイルスに対する抵抗性を獲得したことに加え， ミクソーマウイルスが弱毒化した

ことがある。ミクソーマウイルスが弱縣化したのはなぜか。理由を説明せよ。
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科目名： 植物生化学・生物物理学

問題番号ー［ロニl----------------

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）

亘

No．□□／ □□ 

1. 次の問題（l)から (3)の全てについて，簡潔 (2~3行程度）に解答しなさい。

(1) アンフィンゼンは，タンパク質 (protein)のフォールディング (folding)についてのアンフィンゼ

ンのドグマ (Anfinsen'sdogma) をどのように証明したか説明しなさい。

(2)共に可視部 (visibleregion)に吸収 (absorbance)を持つクロロフィル (chlorophyll) とカロテノイ

ド (carotenoid) の分子構造 (molecularstructure) の間で共通する点を吸収と関連させて説明しな

さい。

(3) 分子 (molecules)の拡散速度 (diffusionrate)は，気体中に比べて液体中で約 1万倍遅い。このこ

とが，植物の葉の中の細胞の配置 (cellarrangement)および細胞の中の葉緑体の配置 (chloroplast

arrangement) にどのように反映されているか説明しなさい。

2. AG＝△H-T△S という式 (formula) の意味 (significance/meaning) を，熱力学 (thermodynamics)を

知らない文系の学生にもわかるように説明しなさい。ただし，「△Hは00であり，そこからxxであ

る△Sに▽▽である Tを掛け算したものを引いた結果が，口□である△Gに一致する」といった式自

体の説明ではなく，そのことが何を意味するのかを具体的に説明すること。
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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： 植物生化学•生物物理学

No［口／□□

．｀：；；ーローロ］一-----------------------------------―----------------------—-----

匝

1. 次の (1)から (4) の全ての項目について，できる限り詳細に説明しなさい。

(Explain the following 4 subjects in detail.) 

(1)セカンドメッセンジャー (second messenger) 

(2) Gタンパク質共役受容体 (G-protein coupled receptor) 

(3)膜電位の生成機構 (generation mechanism of membrane potential) 

(4)概日リズムとホルモン分泌変化との関係 (relation between circadian rhythm and a change in 
hormone secretion) 

2. 次の問題 (1), (2)の全てについて，できる限り詳細に解答しなさい。

(Answer the following 2 questions in detail.) 

(1) 2020年，米航空宇宙局 (NASA)は地球とほぼ同じサイズで，かつ岩石でできた太陽系外惑星（ケ

プラー1649c)を発見したと発表した。その惑星の温度は，水が液体の状態で存在できると推定さ

れている。物理学の立場から，生命体が存在する可能性を議論せよ。

(In 2020, National Aeronautics and Space Administration(NASA) has reported that the planet called 
Keper-1649c was discovered to be most similar to Earth in size and estimated temperature. This is a rocky 
planet and may keep liquid water. Explain the possibility of existence of "life" from the viewpoint of 
physics.) 

(2)現代物理学において「同時」という概念は意味が無い。このことを実証する例を一つ挙げて説明

せよ。

(The concept of "the same time" is meaningless in the modem physics. Indicate an example to prove this.) 
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