
北海道大学大学院情報科学 院

情報科学専攻生体情報工学コース入学試験

2022年 8月 18日 13:00～15:00

専門科 目 2

受験上の注意

「解答始め」の合図があるまで,この問題冊子を開いてはいけない.

受験中,机上には,受験票,鉛筆 (黒),シャープペンシル(黒),消し

ゴム,鉛筆削り,眼鏡,時計 (計時機能のみのもの)以外の所持品は

置くことができない.ただし,監督者が別に指示した場合は,この限り

ではない.

携帯電話等の電子機器類は,必ずアラームの設定を解除し電源を

切っておくこと.

問題冊子1冊 (この冊子),答案用紙2枚,草案紙2枚,選択問題チェ

ック票1枚の配布を確認すること.問題冊子と草案紙は回収しない.

問題回～国のうち2間を選択し,答案用紙に問題番号と受験番号を

記入の上,解答すること.選択問題チェック票にも,受験番号と問題

番号を記入して提出すること.

2ページにわたる問題もあるので,注意すること.

答案用紙の裏面を使用する場合は,表面右下に「裏面に続く」と明記

すること.

導出過程も略さず記すこと.
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1.図 1の ように糸の一端を天丼に固定 し,円 板の滑車 1(動 滑車,半 径αl,質 量
νl)と 滑車 2(定 滑車,半 径α2'質 量ノっ)を 介 して糸の逆側の一端におもり
(質量

“
)を 吊るした。滑車 1は 図 1に 示す方向に角速度ωl(角 加速度め|)で

回転 し,鉛 直上向きに加速度αで上昇 した.滑 車 2は 図 11こ示す方向に角速度
ωっ (角加速度め,)で 回転 し,お もりは鉛直下向きに加速度βで下降 した。滑車

及びおもりの重心の運動については,鉛 直方向にのみ動 くと考えてよい。滑車 l

は,滑 車 2や 天丼 とは衝突 しないものとする.滑 車は一様な材質で十分に薄い円

板 と考えてよい.滑 車は滑らかにまわり,糸 はすべ らず,た るまないものとする.

図 1に 示す各所の張力を石,■ , 馬とし,重 力加速度をgと する.空 気抵抗や糸

の質量は無視できるとして,以 下の設間に答えよ.

(1)滑車 1及び滑車 2の 回転軸周 りの慣性モーメン トノ1及び/2を求めよ.

(2)滑車 1及びおもりの重心の運動を記述する運動方程式を立てよ.

また,滑 車 1及 び滑車 2の 回転運動を記述する運動方程式を立てよ.

(3)滑草 1及 び滑車 2の 構成 と,糸 がすべ らずに滑車が回るとい う′点に注意 して,
αとωlが満たすべき関係式,β とω2が満たすべき関係式,α とβが満たす
べき関係式をそれぞれ示せ.

(4)張力石,■ ,民 ,滑 車 1の 上昇加速度α,お もりの下降加速度 βを, νl,
ν2'″7'gを 用いて表せ.

図 1

(裏面に続 く)
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2.図 2の ように,ッ 平面内において,惑 星 P(質 量″?)が 太陽 0(質 量 A/)を

焦点 とする楕円軌道を描いている.質 量ν は質量η2と比べて十分に大きく,○
は不動 と考えてよい.万 有引力定数 (ニュー トンの重力定数)を Gと し,Pと O

との間には万有引力のみ作用するものとして,以 下の設間に答えよ.
(1)時亥レにおける惑星 Pの 重心の位置を,太 陽 Oの 重心を原点とする極座標を

用いて(″(′),θ(′))と表す.惑 星 Pの 速度ベク トルυ(′)の動径方向の成分をυ′,

接線方向の成分をυθとする。惑星 Pの 加速度ベク トルα(′)の動径方向の成分

をα″,接 線方向の成分をαθとする。このとき,速 度ベ ク トル フ(r)と加速度
ベク トルα(′)が以下の式①,式 ②のように表されることを示せ.

・・。②

式①,式②を利用して,極 座標(″(′),θ(r))において惑星 Pが 満たすべき運動
方程式を立てよ.

設問(2)で立てた運動方程式を用いて,以 下の式③が成立することを示せ.

r2半二手―Gν        …。③
ここで, κは定数である.

rを θの関数,θ を″の関数 とみると,rは θを介 してノの関数 r(θ(r))とみる
ことができる。この点に注意 して合成関数の微分法を用いることにより,以

下の式④が成立することを示せ.

嘉I;)十;〒子       …。④
式④において夕=1/″と変数変換した上で微分方程式を解き,惑 星 Pが 描く
楕円軌道が以下の式⑤を満たすことを示せ.

・・・⑤

らは初期位相 (初期角度)と する.
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1.真空中 (誘電率εO)に ,半 径αの誘電体球 (誘電率εl)が 置かれている.誘 電体
には,電 荷が一様に分布 してお り,電 荷密度をρとする。以下の設間に国際単位
系 (SI)で解答せよ.

(1)誘電体球の総電気量を求めよ.

(2)誘電体球の中心か ら距離γの点における電界の大きさを求めよ.た だ し,
0≦ γ<α,α ≦γの場合に分けて示せ。

(3)誘電体球の中心か ら距離rの点における電位を求めよ.た だ し,無 限遠の電

位をゼロとして,0≦ γ<α,α ≦γの場合に分けて示せ.
(4)無限遠か ら,新 たに変形できる誘電体 (電荷密度ρ,誘 電率εl)を 静かに移

動 させて誘電体球に付け加 え,図 1の 断面図に示すように,そ の半径をαか

ら微小量△α増加 させた。この時に必要な仕事 △υを求めよ。ただし,合 体後
のρ,εlは合体前か ら変化せず,新 たに付けカロえる誘電体の変形による仕事
は無視する。なお,元 の誘電体球は静止 したまま変形せず,△αの 2次 以上の

項は無視 して良い。

(5)設問(4)の結果から,半 径 αの誘電体球が持つ静電エネルギーを求めよ.

(裏面に続く)
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2.図 2に 示すように,同 軸の 2枚 の導体円板 A,B(半 径α,間 隔α)を 極板 とし
た平行平板コンデンサが,真 空中 (誘電率ε。)に 置かれている。中心軸上につな
がれた無限に長い導線を通 じて,極 板 A,B間 には電位差yAB=yo sin ωt(7ABは

極板 Aを 基準としたときの極板 Bの 電位,70は 振幅,ω は角周波数,ιは時刻)
が与えられている.極 板 A,Bの 中心軸上の中点をCと し,中 心軸に垂直で Cを

含む平面上に,Cか ら距離 rの点 Dを 考える.以 下の設間に国際単位系 (SI)で

解答せよ.た だし,コ ンデンサの端の効果は無視する。また,ベ ク トルιz,こρ,
j9は,点 Dに おける上記中心軸を軸 とした円柱座標系の,中 心軸方向,径 方向,
周方向の単位ベク トル (図中の向きを正 とする)で あり,ベ ク トル量を表す場合
にはこれ らを用いて解答すること.

(1)点D(た だし,0≦ r<α )に おける電束密度をベク トル量として求めよ.

(2)点 D(た だし,0≦ r<α )に おける変位電流の電流密度をベク トル量として

求めよ.

(3)変位電流による,点 Dに おける磁界をベク トル量 として求めよ。ただ し,

0≦ r<α ,α ≦rに分けて解答すること。

(4)導線に流れる電流I(ι)を求めよ。なお,電 流は導体円板 Bに 流入する方向を

正 とする。

図 2



電 気 ・電 子 回 路

1.図 1に 示す回路について,以 下の設間に答えよ.た だし,各 網 目の網 目電流をfl,12,

交流電圧源の電圧 (実効値)を F,角 周波数をωとする。なお,解 答には,抵 抗値 R′

RL,キ ヤパシタの電気容量 ε,イ ンダクタのインダクタンスLと,ω′E′11′r2,お よ

び虚数単位ブから必要なものを用いること.

(1)各網 目について,キ ルヒホフの電圧平衡則を用いて網 目電流 fl,12に関する方程式

をたて,行 列の形で表せ.

(2)設問(1)で得 られた行列の逆行列を計算し, 12を求めよ.

(3)f2はωに依存する.12が最大値 fmaxとなる角周波数 ωO,お よび 塩axを求めよ。

(4)交流電源の角周波数が設問(3)で求めたωOであるとき,抵 抗 RLで消費される電力が

最大となるRLの値を求めよ.

L        C

図 1

2.図 2(a)に示すように直流電圧yccが印加されているエミッタ接地バイポーラ トランジス

タ増幅回路に,入 力信号として電圧 (実効値)■ n,角 周波数 ωの交流電圧源が接続 さ

れている.ト ランジスタの T型 交流小信号等価回路が図 2(b)で与えられるとき,以 下の

設間に答えよ.た だ し,ιbはベース電流,icはコレクタ電流,jeはエミッタ電流,β =

ιc/ibはトランジスタの電流増幅率を表わす。また,キ ャパシタεl,c,ε 3のインピーダ
ンスは,角 周波数ωにおいて 0と 見なせるものとする.な お,設 問(2)～(3)の解答には,
抵抗値Rl,R2′ RL′RE′rb′Ъ′ならびにβから必要なものを用いること。
(1)図 2(b)の等価回路を用いて,図 2(a)の増幅回路全体の交流小信号等価回路を示せ。

なお,解 答には,入 力電圧 anと出力電圧 υoutを明記せよ.
(2)設問(1)で求めた等価回路の電圧増幅率スν=υout/4nを求めよ.
(3)設問(1)で求めた等価回路の入カインピーダンスZin=υin/Jinを求めよ。ただし,

β≫1′(1+β)亀≫rbとして近似せよ。なお,ちnは入力電流である。
(4)図2(a)において,点 線で囲つた回路の機能を 100字以内で述べよ.
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1.ア ミノ酸に関する以下の設間に答えよ.

(1)タンパク質の生合成に用いられる20種類のアミノ酸の うち,① α―アミノ基が第二級

アミンであるアミノ酸,② 分岐鎖アミノ酸,③ フェノール基を持つアミノ酸,④ 鏡

像異性体(光学異性体)が存在しないアミノ酸,を それぞれ 1つあげよ.

(2)メチオニン, リシン,ア スパラギン酸の 3つ のアミノ酸を等電点が低いものから順
(昇順)に並べよ。また,そ のような順になると考える根拠を 120字 以内で説明せよ.

(3)糖原生アミノ酸およびケ ト原生アミノ酸とはどのようなアミノ酸か。それぞれ 80字

以内で説明せよ。また,糖 原生かつケ ト原生である必須アミノ酸を 1つ あげよ.

(4)余剰のアミノ酸は,ア ミノ転移 と酸化的脱アミノ化により分解 され,α ア̈ミノ基由

来の窒素の多くは最終的に尿素として尿中に排泄される.ほ ぼ全てのアミノ トラン

スフェラーゼがそのアミノ転移反応に必要とする補因子の名称を答えよ。

(5)アミノ酸異化における酸化的脱アミノ化とはどのような反応か。その酵素反応式を,

必要な補因子も含めて答えよ.

酵素反応に関する以下の設間に答えよ.

酵素命名法において,① ホスホリラーゼ(phosphoヴasc)とキナーゼ(kinasc)の触媒す

る反応の違い,② オキシダーゼ(Oxidasc)とオキシゲナーゼ(oxygenasc)の触媒する反

応の違いをそれぞれ 100字以内で説明せよ.

一定の温度 と圧力における酵素反応の自由エネルギー変化△Gを ,標 準 自由エネル

ギー変化△G°,あ る時点における反応物Sの濃度[S]および生成物Pの濃度[P],気体定

数R,絶 対温度r, 自然対数hを 用いて表せ.ま た,吸 エルゴン反応 とはどのような

反応か。△Gの符号に言及 し,「 自発的」の語を用いて 50字以内で説明せよ.

図 1は初期状態Aか ら最終状態Bにいたる反応の自由エネルギー変化を模式的に表 し

たものである.図 中の実線および破線は,こ の反応を触媒する酵素の存在下および

非存在下のいずれかを表 している。また,Glか らG4は図中の各点線における自由エ

ネルギーの値を示している.① 酵素存在下における正反応の活性化エネルギー,

②反応全体の自由エネルギー変化,を それぞれGlか らG4を用いて表せ.
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(4)ホモ トロピックエフェクター とはどのようなものか.80字 以内で説明せ よ.
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1.ヒ トの常染色体上に存在する遺伝子 Иには,対 立遺伝子 (アレル)Иlと И2が

存在 してお り,И2は Иlの一部領域が欠失 したものである.遺 伝子 И は表現形質

Xを 単一遺伝子支配 してお り,表 現形質 Xに は Xlと X2の 形質の状態が存在 し

ている.図 1は ある家族の家系図を示 してお り,図 2は この家族の遺伝子 И に

ついて,そ の遺伝子領域をはさむプライマーを用いて PCRを 行い,増 幅 された

DNAを アガロースゲル電気泳動で分離 した結果を示 している.PCRは 理想的に

進んだものとする.こ のとき以下の設間に答えよ.

図 1

アラビア数字は個体識別番号を,
ローマ数字は世代を示す また,
丸は女性を,四 角は男性を表す

図2

数字は図1に対応した個体識別番号を,

矢印はDNAの移動方向を示す

(1)アガロースゲル電気泳動における陽極は図 2の a,bの どちら倶1か。根拠 と

ともに答えよ。

(2)図 2に 示 された個体の うち,ヘ テロ接合の個体を全てあげよ.

(3)個体 3の 遺伝子型を答えよ.

(4)個体 2の 遺伝子型を推定せ よ。そ う考える理由も説明せ よ.

(5)個体 3,5,6の 表現型 X力 そ`れぞれ Xl,X2,Xlで ある場合,X2の 性質は何

とよ|ゴれるか.

(6)個体 3の 形質の状態が Xl,個 体 5は X2,個 体 6は Xlかつ X2,で ある場合,

この現象は何 とよばれるか。実際にそのような現象を示す遺伝子の具体例を

1つ あげ, どのようにして 1個 体に 2つ の形質の状態が表れるのか 100字程

度で説明せ よ.

(裏面に続く)
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2.ヒ トの常染色体上に存在するある遺伝子 Pに は,2つ の対立遺伝子 Plと P2の

みが存在 しているとする.ヒ ト集団 X,Y,Zそ れぞれについて,ハ ーディー ・

フインベルクの法則が成 り立っているとき,以 下の設間に答えよ.

(1)集団Xか ら 2000人 を選び遺伝子型を調べたところ,遺 伝子型がPIPlの個体

は 1280人,PIP2の 個体は 640人 ,P2P2の 個体は 80人 であつた.集 団Xに お

けるPlお よびP2の対立遺伝子頻度を推定せ よ.

(2)集団Yに おける遺伝子Pの ヘテ ロ接合体の頻度は,ハ ーデ ィー ・ワインベル

クの法則が成 り立つ集団が とりうる期待値の最大値であった。集団Yに おけ

るヘテロ接合体の頻度およびPlの対立遺伝子頻度を求めよ.

(3)ヒ ト集団Zにおいては,Plの 対立遺伝子頻度が 0.2,P2の 対立遺伝子頻度が

0.8で あった.集 団Xと 集団Zが 2:1の 割合で混合 し,任 意交配 して生 じる

次世代の個体 3000人 の遺伝子型を調べた とき,各 遺伝子型をもつ個体の人

数を推定せ よ.

3.DNA複 製,変 異,修 復に関する以下の設間に答えよ.

(1)原核細胞の DNA複 製のしくみを,以 下の 9つ の語を全て用いて 400字程度
で説明せ よ.

複製起点  鋳型  DNAポ リメラーゼ

ホスホジエステル結合  リーディング鎖  ラギング鎖
DNAリ ガーゼ  3'末 端   RNAプ ライマー

(2)真核細胞の核 DNAに おける末端複製問題 とは何か,ま た多 くの真核生物に

おいて実際に用いられている問題回避方法はどのようなものか,合 わせて

200字 程度で説明せ よ.

(3)複製直後の大腸菌二本鎖ゲノム DNA中 のある一箇所に A C̈の ミスマ ッチ塩

基対が存在 し,Aが 存在する方の一本鎖はメチル化修飾を受けていたが,C
が存在する方の一本鎖はメチル化修飾を受けていなかった。このとき, どの

ように DNA修 復が行われ うるか 150字程度で説明せ よ。


