
 

 

問題 １（生物学） 
 
問１） 次の文章を読んで、以下の問（１）～（５）に答えよ。 
下の図はマウスにヒツジ赤血球を注射し、血液中のヒツジ赤血球に対する抗体

濃度の経時変化を調べたものである。 

 

（１）一般的に細菌やウィルスの侵入に対抗して抗体を産生する免疫を a 免

疫といい、抗体は  b  という細胞によって作られる。これに対して、ウ

ィルス感染細胞や移植組織などに対して起こる免疫応答を  c 免疫とよ

び、おもに d という細胞が関わる。a～dに最も適切な語句を入れよ。 

（２）1 回目の注射の後、最初に血液中に現れる抗体のクラスは何か。さらに、

2回目の注射の後増加する抗体の主たるクラスは何か。 

（３）2回目の注射の後に血液中の抗体濃度が高く上昇しているが、このような

反応を何と呼ぶか。また抗体濃度が高くなる理由を述べよ。 

（４）2回目のヒツジ赤血球の注射後 2週間で採血し血清を得た。この血清から

抗体を精製するために、まず(a)50％飽和の硫安（硫酸アンモニウム）沈殿

により沈殿として抗体の粗画分を得た。得られた画分から(b)抗体の不変領

域に結合する protein A カラムを用いてさらに抗体を精製した。 

（i）下線部(a)でタンパクが沈殿する現象を何というか。 

（ii）下線部(b)のような分画法を一般に何というか。 

（５）精製した抗体をペプシン、またはパパインで処理し、抗原結合部位を含

む 2 種類の断片１、２を精製した。得られた断片を非還元条件、あるい

は還元条件で SDS-PAGE を行った結果を下に示した（図左側の数値は分子

量を示す）。 
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(i) 未処理の抗体とヒツジ赤血球を混ぜると、凝集反応を起こし赤血

球は沈殿した。断片１、あるいは２とヒツジ赤血球を混ぜた時の

反応を、それぞれ断片と赤血球を示す図を用いて説明せよ。 

(ii) 断片２は何フラグメント（断片）と呼ばれているか。また、パパ

イン処理で生じる抗原に結合しない断片は何と呼ばれるか。 

 

問２）次の文章を読んで、以下の問（１）～（５）に答えよ。 
ある酵素Eの反応について考える。基質をS、生成物をPとすると、次のような反

応式で表される（ESは酵素—基質複合体を表す）。 

E + S ES E + P
k1 kcat

k2  

ここでk1とk2は、それぞれ第1段階の前向き反応と逆向き反応の速度定数、kcatは

第2段階の速度定数とする。 

酵素反応の速度Vは、ミカエリス—メンテンの式V =
Vmax[S]
KM + [S]

で表せるが、この式

は次のように求められる。 
ESが形成する速度はk1[E][S] 、ESが解離する速度はk2[ES] + kcat[ES]であるが、 
(a)通常の酵素反応条件では[ES]はほぼ一定なので、k1[E][S] = k2[ES] + kcat[ES]とな

る。酵素の全濃度を[E]Tとすると、[E]T = [ES] + [E]であるから 
 

[E]T − [ES]( )[S]
[ES]

=
k2 + kcat

k1

 ・・・（1） 

KM =  ア として式（1）を [ES]について解くと、[ES] =
[E]T[S]
KM + [S]

 となる。 
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V = kcat[ES]なので、V = kcat[ES] =
kcat[E]T[S]
KM + [S]

と表せる 

最大速度Vmaxは、酵素が基質で飽和したとき、すなわち全部[ES]となったとき

（[E]T = [ES]）の速度であるのでVmax =  イ となり、これからミカエリス—メ

ンテンの式を導くことができる。 
 さて、競合阻害剤 I の存在下で酵素反応を行う場合のことを考えよう。 
阻害剤 I は酵素と可逆的に結合するので、反応液中では、 

E + I EI
KI

 

という平衡が生じている。このときの平衡定数 KI はK I =
[E][I]
[EI]

で表せる。酵素—

阻害剤複合体 EI は酵素活性がないため、競合阻害剤は酵素の実効濃度を低下さ

せる。このため、[E]T = [E] + [ES] + [EI]となる。これを（1）式に代入して[ES]

について解くと、[ES] =
[E]T[S]

αKM + [S]
 α =1+

[I]
K I

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ となるので、競合阻害剤存在下

のミカエリス—メンテンの式は、V =
Vmax[S]

αKM + [S]
となる。 

 
（１）空欄アとイに最も適切な語句を入れよ。 
（２）下線部(a)が成り立つために必要な条件を答えよ。 

（３）α =1+
[I]
K I

 となることを示せ。 

（４）α= 1、α= 2 のそれぞれの場合における[S]と V の関係を、両逆数プロ

ット（ラインウィーバー・バークプロット）で表せ。このとき各切片の

値がわかるように示すこと。 
（５）αKM は、競合阻害剤存在下の見かけのミカエリス定数となる。ある酵

素の基質 S に対する見かけのミカエリス定数は、競合阻害剤 I が 2 µM
の時 70 µM、I が 5 µM の時 85 µM となった。この酵素の基質 S に対す

る KMと、阻害剤 I に対する KI を求めよ。 



問題２（生物学） 
問１） 以下の語句について説明しなさい。またそれがどのような解析の際に

どのように用いられるか述べなさい。 

①  RT-PCR 

② １塩基多型（SNP） 

③  DNA マイクロアレイ 

 

問２） 遺伝子調節における小分子 RNA の役割について述べた文章を読み、問

いに答えなさい。 

ある遺伝子に相同な領域をもつ二本鎖 RNA（dsRNA）を細胞に導入すると、

（ ① ）と呼ばれる機構により、その遺伝子の発現が抑制される。この発現

抑制には、（ ② ）が dsRNA を認識して（ ③ ）し、約 21-23 ヌクレオチド

の短い二本鎖断片である（ ④ ）がつくられることが必要である。二本鎖の

（ ④ ）の片側の鎖は、（ ⑤ ）とよばれる複合体を形成し、もう片方の鎖

は分解される。（ ⑤ ）に組み込まれた一本鎖（ ④ ）は、相補的な配列を

もつ標的 mRNA と塩基対を形成する。その結果、標的 mRNA が一本鎖（ ④ ）

に相同的な配列の中央で（ ③ ）され、発現が抑制される。自然界には（ ⑥ ）

とよばれる別種の短鎖 RNA が存在し、（ ④ ）と同様に遺伝子発現を抑制する

ことが知られている。 

 
（１）①〜⑥にあてはまる語句を記入しなさい。 

（２）遺伝子の破壊実験と比べ、①を実験手法として利用する場合の利点を簡

単に説明しなさい。 

 
問３） 真核生物における転写調節機構について述べた文章を読み、次の問い

に答えなさい。 

真核生物で最もよく研究されている転写活性化因子の一つである Gal4 は、出芽

酵母のガラクトース遺伝子の転写を活性化するタンパク質である。Gal4 タンパ

ク質には、（ ① ）領域と（ ② ）領域が存在し、（ ② ）領域は実際の

転写に関わる A転写装置を呼び込み、GAL1 遺伝子の転写を促進する。Gal4 タン

パク質の（ ① ）領域と（ ② ）領域は切り離して機能することができ、

この性質は B タンパク質の相互作用の検出に広く用いられる手法の基礎になっ

ている。 

ガラクトース存在下でGAL1遺伝子の転写は1,000倍も活性化する。このGAL1

遺伝子の転写制御には、Gal4 タンパク質に加えて Gal80 タンパク質と Gal3 タン

パク質が関係している。Gal80 タンパク質は、Gal4 タンパク質に直接結合し、



Gal4 タンパク質による転写活性化をガラクトース非存在下で抑制する機能を持

つ。また、Gal3 タンパク質は、ガラクトース存在下での Gal4 タンパク質による

転写活性化に必要な因子である。出芽酵母変異株 X〜Z は、GAL80 と GAL3 の欠

失変異を単独もしくは２重に持つ株である。表１は、変異株 X〜Zにおける GAL1 

mRNA の相対量を示したものである。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
（１）①〜②にあてはまる語句を記入しなさい。 

（２）下線 Aの転写装置の主要な構成因子を３つ挙げなさい。 
（３）下線 A の転写装置の成分が特定のプロモーターに結合しているかどうか

を調べる実験方法として、クロマチン免疫沈降法がある。この方法について簡

単に説明しなさい。 
（４）下線 Bの研究手法名と簡単な原理を説明しなさい。 

（５）Gal3 タンパク質は GAL1 遺伝子の転写制御において、どのような機能を持

つと考えられるか、100 字以内で述べよ。ただし Gal3 タンパク質は Gal80 タン

パク質と結合するが、Gal80 タンパク質の量には影響しないとする。 



問題 ３（生物学） 
 
 
次の文を読んで下の問いに答えよ。 

 
無尾両生類（カエル）の細胞分裂周期は、次の３つのタイプに区別される。配

偶子が形成される際のア減数分裂周期、胚発生の初期にみられるイ初期胚型の体

細胞分裂周期、培養細胞などにみられるウ一般的な体細胞分裂周期の３タイプで

ある。細胞周期の制御システムは各々の細胞分裂周期によって少しずつ異なる

が、分裂期の開始と終了がタンパク質リン酸化酵素エ Cdk1 の活性化と不活性化

によってもたらされる点は共通である。また、いずれの分裂周期においても、

染色体の分離に引き続いて細胞膜に分裂溝が形成される。分裂溝はその下にあ

るオ収縮環の働きで生じる。引き続き、収縮環の収縮によって細胞が二分されて

分裂期が終了する。 

 
問１）下線部アに特異的な、細胞分裂に関わる現象を３点あげよ。 

 

問２）下線部ウと比較して、下線部イがどのように異なるか、説明せよ。また、

初期胚細胞の分裂周期がそのような特徴を持つことにはどのような利点がある

か、説明せよ。 

 
問３）下線部イから下線部ウへの転換が起こる時期をなんと呼ぶか。また、こ

の時期に劇的に変化することが知られている、細胞周期以外の現象をあげよ。 

 
問４）下線部エの Cdk1 の省略しない名称を記せ（日本語名称、英語名称のどち

らでもよい）。また、この酵素タンパク質の活性調節機構について、活性化およ

び不活性化の両方を説明せよ。 
 
問５）下線部オの収縮環は、紡錘体によって分離された２組の染色体群に挟ま

れる位置に形成されなければならない。そのためにはどのような制御のしくみ

が必要か、合理的なモデルを考え、そのモデルを説明せよ（収縮環と紡錘体の

２語を必ず使用すること）。また、それを証明するにはどのような実験をすれば

よいか述べよ（図を併用してもよい）。 

 

 



問題 ４ （生物学） 

 

 

ビタミン A のカルボン酸誘導体である脂溶性化合物レチノイン酸(RA)は、様々

な生理活性を持っている。その代表例として、四肢動物の肢芽誘導に必須な因

子の一つとなっていることが挙げられる。また、ゼブラフィッシュの鰭芽形成

不全を引き起こす突然変異 neckless(nls)の原因遺伝子は、レチノールから RA を

合成する酵素 aldehyde dehydrogenase1a2(aldh1a2)をコードしていることから、鰭

芽の誘導にも RA は必須であることが判る。ゼブラフィッシュを用いた実験から

考えられる RA の鰭芽誘導時における作用機序について、以下の設問に解答せよ。 

 

問 1）RA による胸びれの鰭芽誘導のタイミングを知るために、野生型胚の飼育

水に特定の時間帯で aldh1a2 の阻害剤 DEAB(4-diethylaminobenzoaldehyde)を添加

し、28hpf(hours post fertilization 受精後の時間)における鰭芽形成の有無について

調べた。また nls 胚を特定の時間帯で同様に RA 処理し、鰭芽形成の有無につい

て調べた。下図に示す結果から RA が鰭芽を誘導するために必要な時間帯を推測

し、その理由とともに述べよ。以後解答では鰭芽(Fin bud)を FB と略してよい。 

 

矢印は薬剤を作用させている時間帯を示す。 

 

問 2）胸びれの鰭芽は体節番号 2-3 に相当する側板に形成されるが、この過程で

の RA の供給源は体節と推測された。これを確かめ、さらに RA の作用様式を解



析するため嚢胚期の nls 胚に、標識した野生型胚から採取した嚢胚期細胞の移植

を行った。移植胚は、野生型と同じ位置に鰭芽を持つ個体と、全く鰭芽を持た

ない個体へと発生した。これらについて野生型細胞の体節における分布と、鰭

芽の形成の有無を観察したところ、次の表に示す結果を得た。この結果から推

測される RA の鰭芽誘導期における作用様式を論じよ。 

(+)は移植胚体節において野生型細胞が存在することを示す。 

野生型細胞の数について、(++) は(+)より多いことを示す。 

 

問 3）シグナル因子 Wnt2b 及び転写因子 Tbx5 も鰭芽の形成に必須な因子である。

これらの野生型胚における鰭芽形成に関わる発現様式と、nls 胚や鰭芽形成を阻

害するアンチセンスモルフォリーノオリゴ処理胚での発現変化を以下に示す。

問 1，2 の情報及びこの情報から推測される鰭芽誘導における RA, wnt2b, tbx5 の

相互関係と役割について論じよ。なお aldh1a2 は鰭芽誘導期では体節全体で発現

する。 

                                                      

            wnt2b mRNA         tbx5 mRNA         

   野生型胚での  体節番号 3,4 に対応する          鰭芽間充織 

   発現場所        位置の中間中胚葉                                

nls 胚                     Yes                 No         

野生型胚 

 +wnt2bMO               Yes                          No 

野生型胚 

 +tbx5MO                Yes                          Yes              

+MO は、特異的アンチセンスモルフォリーノオリゴヌクレオチドの 1 細胞期胚

への微量注入を示す。Yes:発現有り、No:発現なし 



問題 ５（生物学） 
 
 
GFP 融合した X タンパク質を動物培養細胞において発現し観察したところ、細

胞分裂期を通じて細胞質全体（cytosol）に弱いシグナルが、細胞表層（cell cortex）
にやや強いシグナルが認められた。以下は、このタンパク質のダイナミクスを

調べた実験である。 
 
実験１： 488 nm の波長のレーザー光を

細胞表層の一部領域に短時間強く照射し、

この領域の GFP シグナルを退色させた（こ

のときの時間をゼロとする）。その後、経

時的に同一の領域のシグナル強度を測定

し、退色直前のシグナル強度との相対値を

プロットした。図１は分裂中期、図２は分

裂後期の実験結果である。 
 
実験２： 細胞質に均一に存在する GFP
融合 X タンパク質に対して、同様の実験、

解析を行った。図３は分裂後期の解析結果

である（中期においても同様の結果を得

た）。 
 
問１）ここで用いられた実験手法を何と呼

ぶか、答えよ。日本語でも英語でも良い。

略称で答えても良い。 
 
問２）退色してから t 秒後の細胞表層シグ

ナル強度 It は、It = I0 − (I0 − I∞)(1− e−kt ) の

式で表せ、分裂中期では定数 k = 0.14、後

期では k = 0.10 という値が適用できた（ I∞
は最終的なシグナル強度を表す）。 
（１）シグナルが最終的な回復量の 50%レ

ベルにまで回復するのにかかった時間（t1/2

と呼ばれる）を、中期と後期についてそれ

ぞれ有効数字２桁で答えよ。ただし、ln2 = 0.70 とし、計算の過程も書け。 



（２）この結果は、表層における X タンパク質の交換速度が分裂後期に上がっ

たことを示しているのか、それとも下がったことを示しているのか、答えよ。 
（３）図２の結果はまた、シグナルが最終的に完全には回復しなかったことを

示している。このことから、分裂後期に入り、X タンパク質の挙動がどのよう

に変わったと考えられるか、可能性を１つ、１行程度で述べよ。 
 
問３）細胞質シグナルの回復過程におけるグラフの曲線は、このタンパク質が

拡散係数 D = 1 µm2/秒 で拡散により移動していると仮定したときの理論的な回

復曲線と一致した。 
（１）このとき、以下の Stokes-Einstein の式を用いて、GFP 融合 X タンパク質

のストークス半径 r を有効数字３桁で求めよ。 
 

Stokes-Einstein の式：D =
kBT

6πηr
 

 
ただし、実験は 27℃で行い、ボルツマン定数 kB =1.38 x 10-23 (N・m・K-1)、細

胞質の粘性 η = 2.00 x 10-2 (N・秒・m-2), 円周率 π = 3.14、絶対零度は-273℃と

する。 

（２）細胞を二次元の円と仮定した場合、拡散係数 D で拡散する分子が距離 x

を拡散するのにかかる平均所要時間 t は t = x 2

4D
  で与えられる。この式を用

いて、半径 10 µm および 100 µm の二種類の円形細胞で、細胞の中心で合成され

た GFP 融合 X タンパク質が細胞の表層まで拡散するのにかかる平均所要時間を

それぞれ求めよ。 
（３）以上の結果に見られるように、巨大なタンパク質を遠く離れた場所まで

移動させたいとき、拡散では時間がかかりすぎるため、細胞は異なるメカニズ

ムを用いることが多い。細胞内でタンパク質の素早い移動を可能にするメカニ

ズムについて、神経細胞の細胞体で合成されたタンパク質を軸索の先端付近に

運ぶときを例に、２行程度で説明せよ。説明では、必要な因子の名を具体的に

挙げよ。 
 
問４）細胞質に存在するタンパク質の拡散速度を調べる他の実験方法を１つ挙

げ、原理を説明せよ。図を用いても良い。計算式を具体的に記す必要はない。 



問題 ６（生物学） 

 
 
以下の文章を読み、問いに答えよ。 
 
生体内のエネルギー変換に関与するミトコンドリアと葉緑体は、固有の DNA を

もつオルガネラ（細胞小器官）である。細胞増殖過程において、オルガネラ DNA

は核 DNA と同様に複製されなくてはいけない。オルガネラ DNA と核 DNA の複製

がどのような関係で制御されているかを明らかにするために、紅藻シアニディ

オシゾン（Cyanidioschyzon merolae）を用いて以下の実験を行った。シアニデ

ィオシゾンは、細胞増殖を開始するために光が必要であり、暗所下では細胞増

殖しない。よって、明暗処理を繰り返すことで細胞周期を同調させることがで

きる。以下の実験では、あらかじめ明暗処理により細胞周期を同調させた細胞

を用いた。また、シアニディオシゾンでは、オルガネラ DNA と核 DNA はそれぞ

れの DNA 複製期に二倍に増加し、細胞分裂により等分配される。 

 

実験１：オルガネラと核の DNA 複製時期を明らかにするために、暗所処理後に

光照射した細胞を一定時間ごとに回収し、それぞれの細胞から全 DNA を抽出し

た。その後、抽出した DNA に含まれるミトコンドリア DNA(Mt)と核 DNA(Nu)の量

比(Mt/Nu)および葉緑体 DNA(Pt)と核 DNA(Nu)の量比(Pt/Nu)を定量的 PCR 法によ

り算出した（図 A）。また、光照射時にチミジンのアナログである BrdU(ブロモ

デオキシウリジン）を細胞培養液に添加し、全 DNA に取り込まれた BrdU 量を測

定することで、複製された DNA 量を定量化した（図 A）。 

 

実験２：暗所処理後に光照射した細胞に対して、核 DNA 複製を特異的に阻害す

る薬剤α（図 B）、およびオルガネラ DNA 複製を特異的に阻害する薬剤βで処理

し（図 C）、オルガネラ DNA と核 DNA の複製時期を調べた。 

 

実験３：呼吸や光合成の機能に重要なヘムやクロロフィルは、4個のピロール環

からなるテトラピロールである。それらのテトラピロールは、ミトコンドリア

や葉緑体内で複雑な生合成経路により合成され、その合成経路の中間体 X はオ

ルガネラ DNA 複製直後に細胞内に特異的に蓄積していた。テトラピロール合成

中間体 X の役割を調べるために、暗所処理後に光照射した細胞をテトラピロー

ル生合成の特異的阻害剤である薬剤γで処理し、中間体 X の蓄積を抑制した際

のオルガネラ DNA と核 DNA の複製時期を調べた（図 D）。さらに、中間体 X を暗

所下で細胞に添加し、オルガネラ DNA と核 DNA の複製時期を調べた（図 E）。 



 

問１）ミトコンドリアや葉緑体が DNA を持つことは、「細胞内共生説」を支持す

る根拠の一つである。その説の根拠をさらに二つ述べよ。 

 

問２）実験１について以下の問いに答えよ。 

（１）ミトコンドリア、葉緑体、核の DNA 複製時期を、それぞれ図 A中の（ア）

－（ウ）から選択せよ。 

（２）BrdU が多く取り込まれる時期は、ミトコンドリア、葉緑体、核のいず

れかの DNA 複製時期とほぼ一致していた。どの DNA 複製時期を反映して

いるか述べよ。 

（３）上記（２）の現象から、細胞内におけるオルガネラ DNA と核 DNA の量

比について予想せよ。 

 

問３）実験１－２の結果から、オルガネラ DNA と核 DNA の複製にどのような関

係があると予想されるか述べよ。 



問４）実験１－３の結果から、細胞増殖過程においてオルガネラ DNA と核 DNA

の複製がどのように制御されていると予想されるか。「光」「テトラピロール合

成中間体 X」という言葉を用いて述べよ。 

 

 



問題 7（生物学） 

ポリペプチド鎖の折れたたみ（folding）過程に関する以下の問いに答えよ。 

（H：エンタルピー変化、R：気体定数= 8.31 JK
-1

mol
-1、T：絶対温度、 

ln：自然対数、Keq：平衡定数） 

 

問１）物質の状態変化に伴う熱と仕事の等価性および収支に関する熱力学第１

法則（エネルギー保存則）と状態変化の方向性に関する熱力学第２法則（エン

トロピー増大則）から、定圧・定容条件下において 

G = H - TS = -RT lnKeq 

という状態量が定式化された。これによって物質の状態変化の自発性・方向性

を、反応経路を問わず、また生体内外を問わず、予測できるようになった。 

上式を場合分けした以下の表の空欄①を漢字１字、②～④を不等号（＞か＜）、

⑤～⑦を○か×で埋めよ。 

 

問２）水溶液中において、翻訳直後の random coil 状のポリペプチド鎖 Pr がコン

パクトで安定な立体構造（native conformation）を持つ酵素 Pn へと folding する

過程を考える。27℃におけるこの過程の自由エネルギー変化G = -24.9kJ/mol

として、平衡状態における Pr：Pn のモル濃度比を示せ。 (folding 中間体は存在

せず、上記の二状態のみを取るものとする。    

必要なら e≒2.72、e
5≒148 を利用してもよい。) 



問３）右図は翻訳直後のポリペプチド鎖から機能

的蛋白質への folding 過程におけるポリペプチド

鎖の構造エントロピーSp とポリペプチド鎖水溶

液全体の自由エネルギーの関係を示す図（folding 

landscape）の一断面である。A, B, C の各点におい

てポリペプチド鎖はそれぞれどのような状態に

S H 

 

 

G 

S

S

S
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 T> /Sの時 

時 
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G  

G  

無条件に 

T /Sの時 

 T> /Sの時 

（ ① 熱反応） 

（   熱反応） 

自発過程（○）か 

否（X）かの判定 



あるかを簡潔に述べよ。 

 

問４）（問２、問３も参照）水溶液中での folding に伴い、ポリペプチド鎖のコ

ンフォメーションのエントロピーSp は減少するからSp<0 である。また、一般

に folding 過程での熱の出入りはわずかであることが多いからH≒0 とする。し

かし、G=H-TS 式においてS=Sp<0 かつH≒0 とするとG>0 となり、実測

値と大きく乖離してしまう。このことからも、水溶液中での folding 過程を論じ

る場合のS としてはSp だけでなく、水分子のエントロピー変化Swも含めたポ

リペプチド鎖水溶液全体のエントロピー変化（Ssystem=Sp+Sw）を考慮すべき

ことがわかる。 

a) SwとSsystem がそれぞれ正か負か答えよ。 

b) Swと関連づけながら、ポリペプチド鎖の folding に伴う水の状態変化につ

いて簡潔に説明せよ。 

 

問５）実際の細胞内においては folding 過程にあるポリペプチドと相互作用しう

る物質が高濃度に存在し、凝集などが起こって native conformation に至らないリ

スクが高いと考えられる。これに対して、ポリペプチド鎖の folding を補助し、

凝集を回避するシステムが生物進化を通じて発達してきた。 

a) このシステムの構成蛋白質の発現を誘導しうる主要な環境因子を１つ挙

げよ。 

b) 正しく folding しなかった（misfold した）多種多様な変性ポリペプチド鎖

をこのシステムが認識・捕捉するためには、どのような分子間相互作用を

利用するのが合目的的と考えられるかを答えよ。さらに、その理由を簡潔

に記せ。 

 

問６）５）のシステムが存在しても、native conformation から逸脱した変性ポリ

ペプチド鎖の発生は完全には防げない。これらの中には、シートや疎水性領域

を介して重合したり、細胞内外で凝集するなど生体にとって有害なものがある。 

a) misfold したポリペプチド鎖が凝集体を形成することが知られている疾患

名、またはそのポリペプチド鎖の名称を１つ挙げよ。 

b) 真核生物において、不要、余剰、ないしは有害なポリペプチド鎖を分解処

理する主要なシステムを２つ挙げよ。 



問題 ８（生物学） 

 

 

プロテアーゼと酵素反応に関する以下の問いに答えよ。 

 

問１）図１は、トロンビン（大球、白色）のプ

ロテアーゼ活性中心付近のクレフト（溝）に、

プロテアーゼ基質であるフィブリノーゲンの切

断部位のペプチド Gly-Val-Arg-Gly-Pro（小球と

棒の連結したもの）が結合したものの結晶構造

を示している。トロンビンは原子半径を反映す

る空間充填モデルで示されている。フィブリノ

ーゲンペプチドは共有結合長を反映する球棒モ

デルで示されていて、炭素原子は黒、酸素原子

と窒素原子が白で表示され、水素原子は表示が

省略されている。 

白矢印で指し示されている大球はトロンビンの活性中心であるセリンの OH 基

である。トロンビンは塩基性アミノ酸の C 端側を切断する。 

（１）図１のフィブリノーゲンペプチドを構成するアミノ酸のうち、環状構

造を持つアミノ酸は何か。また、塩基性アミノ酸は何か。アミノ酸の名

前で答えよ。 

（２）トロンビンは、図１の何番と何番の原子の間を加水分解するか。 

 

問２）図２はセリン

プロテアーゼの酵

素反応過程で、プロ

テアーゼの活性中

心のセリンとヒス

チジンに、基質のペ

プチドが反応する

様子を示したもの

である。図中の「曲

がり矢印（巻き矢

印）」は、 A  の移

動の様子を示した

ものである。 

 

 

 

図２ 

 アミン ケトン                シッフ塩基 

図 2 

 

四面体形中間体   アシル-酵素中間体 

a                  b                  c 

f                  e                  d 
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反応過程の前半（上段）は、セリンの OH 基がアミドのカルボニル基を求核

攻撃し（a）、四面体形中間体（b）を経由し、アシル-酵素中間体（c）になる過

程である。後半（図２下段）には、まず活性中心からＣ端側ペプチドが外れて、

代わりに B 分子が入る（d）。この分子が、セリンに結合している炭素原子を

求核攻撃し（d）、前半過程の逆反応で、前半と同様の四面体形中間体（e）を経

て、ペプチドのＮ端側が離れて、加水分解が完了する（f）。 

（１）空欄 A と B を埋めよ。 

 （２）後半の反応過程は、前半の反応過程の逆反応をたどる。d と e ではどの

ような  A  の移動が起こるか。d と e の構造図を答案用紙に写して、

曲がり矢印（巻き矢印）を記入せよ。 

 

問３） 図３は酵素反応過程における

自由エネルギーG の変化を表したも

のである。E は酵素、S は基質、S
ǂ

は遷移状態の基質、P は生成物を表し

ている。点線は酵素がない場合の反応

過程を表している。 

（１）基質が生成物に変化する化学

反応において、酵素がない場合と、あ

る場合の「活性化自由エネルギー」は

それぞれ図中のどのΔG にあたる

か？ 

（２）「酵素と基質との結合親和性」

に対応する自由エネルギー差、また

「酵素と遷移状態の基質との結合安

定性（親和性）」に対応する自由エネ

ルギー差はそれぞれ図中のどのΔG

にあたるか。 

（３）酵素反応の速度促進度は、酵素がある場合とない場合の活性化自由エ

ネルギーの差に対応する。ここで、基質と酵素との結合親和性が大きくても、

遷移状態の基質と酵素との結合親和性が大きくないと、酵素の触媒活性は低い。

その理由について、図中の記号等を用いて説明せよ。 

 

 

図３ 



問題 ９（生物学） 
 
以下の文章を読んで、下記の問に答えよ。 
 
 葉緑体は独自のゲノムを持つ。しかし、核から完全に独立して機能している

わけではなく、細胞質で翻訳されるタンパク質にある程度依存している。 
 ある光合成生物において、2 種類の変異株（変異株 a、変異株 b）が得られて

いる。これらの株を用いて以下の実験を行った。ただし、この生物は半数体（n）
であり、交配によって接合子（2n）となった後、減数分裂によって半数体（n）
の次世代を生じるものとする。また、葉緑体ゲノムに関しては複数コピーを持

つが、それらは常にホモプラズミックな状態であるものとする。さらに、変異

形質は一遺伝子の変異に由来するものであり、性決定遺伝子座と連鎖していな

いものとする。 
実験１）変異株 a、b をそれぞれ野生株と交配し、次世代における表現型の分離

を調べた。結果を表 1 に示す。 
実験２）各変異株の葉緑体ゲノムに野生型の葉緑体遺伝子 X を本来の遺伝子座

とは異なる遺伝子座に組み込み、独立栄養条件下における生育を調べ

た。その結果、変異株 b に遺伝子 X を組み込んだ株は野生株と同等に

生育したが、変異株 a に遺伝子 X を組み込んだ株は生育しなかった。 
実験３）各株の全タンパク質のウエスタンブロット解析を行った。用いた抗体

は遺伝子 X がコードするタンパク質 X に特異的な抗体である。結果を

図 1 に示す。 
実験４）各株の全 RNA のノーザンブロット解析を行った。プローブには X の配

列の一部を用いた。結果を図２に示す。 
実験５）各株の全 DNA のサザンブロット解析を行った。プローブには X の配列

の一部を用いた。結果を図３に示す。 

変異型個体 野生型個体

♂変異株a  X  ♀野生株 ３５７ ３４８

♂野生株 X  ♀変異株a ３４９ ３５１

♂変異株b  X  ♀野生株 ０ ７０３

♂野生株 X  ♀変異株b ６９９ ０

表１

 
 



レーン1: 野生株
レーン2:変異株a
レーン3:変異株a  + 遺伝子X
レーン4:変異株b
レーン5:変異株b  + 遺伝子X

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

図１

図２

1 2 3 4 5
図３

 
 
 
問１）変異株 a、変異株 b はそれぞれどのゲノムに変異を持つと考えられるか答

えよ。 
 
問２）変異 b のような遺伝様式は多くの生物で観察される。このような遺伝様

式を何と呼ぶか答えよ。また、そのような遺伝様式が表れる原因のうち一つを

答えよ。 
 
問３）サザンブロット解析の手法を説明せよ。 
 
問４）変異株 a の原因遺伝子について、その機能も含めて考察せよ。 
 
 
 
 
 
 



問題  10（生物学）  
 
 
長鎖多価不飽和脂肪酸(PUFA)は代謝や神経活動などの様々な生体機能に関わる

ことが知られている。これまでに、線虫 C. エレガンスにおいて、PUFA の生成

に関わる分子経路が同定されている(図 1)。図 1の酵素 A, B, C は、線虫の体内

で PUFA の生成反応を触媒する酵素である。酵素 A, B, C は、図 2の fat-1, fat-3, 

fat-4のいずれかの機能欠損変異体の責任遺伝子の産物である。以下の問いに答

えよ。なお、図 1 以外の生成経路は考慮しないものとする。また、図 1 の生成

経路において、下流の PUFA が上流の PUFA の生成に影響を与えるフィードバッ

クは存在しないものとする。 

 

(図: Kahn-Kirby et al., Cell, 119, 889-900, 2004改変) 
 

図 1     図 2 

 

 

 
問 1) 各系統の体内における PUFA の量から(図 2)、fat-1と fat-3と fat-4変異

体の責任遺伝子が、左図の酵素 A, B, C のいずれをコードしているのかをそれ

ぞれ答えよ(fat-1: 酵素名,fat-2: 酵素名, fat-3: 酵素名。というように答え

よ)。 

 



 特定の PUFA の生体内における役割を解析するために、PUFA 生成酵素の二重変

異体を作りたい。以下の問いに答えよ。 

 

問 2) fat-3遺伝子と fat-1遺伝子は、共に 4番染色体(常染色体)にあり、それ

ぞれ染色体の中央から+4.5cM(センチモルガン)と+8.5cM の位置にある。染色体

上における、これら 2 つの遺伝子座間での組み換えを利用して、fat-3 fat-1

二重変異体を作成したい。作成方法を、遺伝型を記載した図式(フローチャート)

で簡潔に説明せよ。さらに、二重変異体の単離確率(%)を組み替え率から計算し、

フローチャートに書き入れよ。なお、各変異体について、雌雄同体(2n)と雄が

存在し、共に生殖可能とする。各変異は遺伝子欠失変異であり PCR 法により簡

単にホモ接合体とヘテロ接合体の区別がつく。 

 

問 3) fat-4  fat-1 二重変異体と fat-3  fat-1 二重変異体と elo-1  fat-1   

elo-2三重変異体をそれぞれ作成した場合に、それぞれの個体内で最も濃度の高

い PUFA を予想し、名前を答えよ。(fat-4  fat-1: PUFA 名, fat-3  fat-1: PUFA

名, elo-1  fat-1   elo-2: PUFA 名。というように答えよ) 

 

問 4) 近年、PUFA が神経活動に関わることが明らかになってきた。神経活動の

測定解析により、酵素 Bの機能欠損変異体では、Hとよばれる感覚ニューロンの

機能が低下していた。この異常の原因が、ALA か O3AA どちらかの PUFA の濃度異

常によると仮定した場合に、次の問いに答えよ。なお、体外からの PUFA の投与

により、酵素 B変異体の体内における PUFA の濃度が図 2のように変化する。 

 

（１）ALA が原因と仮定した場合、酵素 B変異体における Hニューロンの機能低

下は、図 1 のいずれかの酵素の機能欠損変異により抑圧されると予想される。

その酵素の名前を答えよ。(酵素名のみ答えよ) 

 

（２）O3AA が原因と仮定した場合、酵素 B 変異体の H ニューロンの機能低下を

回復できる体外由来の PUFA を O3AA 以外で複数答えよ。(PUFA 名のみ答えよ) 

 



問題  １１（生物学）  

 

タンパク質の X線結晶解析に関する以下の設問に答えよ。 

 

問１）タンパク質を結晶化する実験手法を一つあげ、その原理を説明せよ。 

 

問２） 

（１） タンパク質結晶に単色 X線を照射したとき、どの方向に回折 X線が観測 

       されるかを記述する「ブラッグの法則」について、図を用いて解説せよ。 

（２） X 線結晶解析によってタンパク質の構造を原子レベルの分解能で解くた 

       めには、入射 X線の波長がタンパク質分子内の原子間共有結合距離と同 

       程度かそれ以下である必要があるのはなぜか、ブラッグの法則に基づい 

       て考察せよ。 

 

問３）タンパク質結晶に X線を照射したとき、タンパク質分子を構成する原子 

      に属する電子と原子核では、どちらの方が強く X線を弾性散乱するか、 

      理由を付けて答えよ。 

 

問４）1934 年、Bernal と Crowfoot は消化酵素ペプシンの結晶について、以下 

      の実験を行った。これはタンパク質結晶の X線回折実験に初めて成功し 

      た歴史的な実験である。以下の実験結果が明らかにしたことや、示唆し 

      ていることは何か、考察せよ。 

 

   実験１：ペプシンの結晶を結晶化母液から大気中に取り出して乾燥させ 

       た後、X線（波長λ = 1.54 Å）を結晶に照射すると、結晶後方 

       の検出器に回折斑点は全く観測されなかった。 

   実験２：ペプシンの結晶を結晶化母液ごとガラスのキャピラリーに封入 

       し、X線（波長λ = 1.54 Å）を結晶に照射すると、高分解能ま 

       で回折斑点が観測された。 

 



問題  １２（生物学）  
 
以下の文章を読んで問いに答えよ。 
 
細胞の第４の主要成分である脂質は、(1: 単層膜, 二重膜, 平面膜)を形成し、生
体膜の基本成分となる。他の生体分子に比べ、構造が多様で、一般的に水に(2: 不
溶, 可溶)な性質を持つ。(1)の形態が変化する温度を、(3: 転移, 励起, 遷移)温度
と呼び、一般に脂肪酸鎖が長くなるほど、(4: 高く, 低く)なる。リン脂質は、一
般に、(5: 1, 2, 3)本の脂肪酸鎖を持ち、モデル脂質として広く研究されている。
膜と膜内在性タンパク質との相互作用で主なものは、(6; 疎水, 親水)的相互作用
で、熱力学的には、(7: ΔH, ΔS)で駆動される。これまで知られている膜内在
性タンパク質の２次構造は、(8: αヘリックス, βシート)構造をとるものが多い。
構造が詳しく解明された最初の膜内在性タンパク質であるバクテリオロドプシ

ンは、(8)構造を持ち、光により活性化状態になる①ことが知られている。 
 
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、以下の実験を行った。 
[実験１]：可視分光器で 400nm の吸光度をモニターしながら、光感受性タンパ
ク質に、室温で、白色光を当てた。 
[実験２]：[実験１]と同様の測定を、液体窒素につけ凍らせた後行った。 
 
横軸に時間(Time)、縦軸に 400nm の吸光度 (Absorbance)を取ると、以下の図の
ようになった。この図をもとに、次ページの（１）~（３）について答えよ。 

      
（次のページに続く） 

実験１：室温 

実験２：液体窒素 



（１）室温と液体窒素（凍結）下での反応の違いを、アレニウスの式；         

k=A×exp(-Ea/RT)を使って説明しなさい。ただし、kは速度定数、Aは積分定数

（頻度因子）、Eaは活性化エネルギー、Rは気体定数、Tは絶対温度とし、Eaは

Tの変化には関係の無い値とする。 

 

（２） 別の光受容タンパク質を用いて、同様の実験を様々な温度において行い、

縦軸に log kを、横軸に 1/Tを取ると、以下の様な図になった（kは速度定数、

Tは絶対温度とする）。この図から何が言えるか考察しなさい。 

 
 

（３）実験２の結果について、図の縦軸を対数表示にすると、以下の様な図に

なった。このことから何が言えるか、式を用いて反応速度論的に考察しなさい。 
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