
問題 １ （生物学） 
 
問１） 次の文を読み、問に答えよ。 
乳に含まれるラクトースは単糖である（ア）と（イ）がグリコシド結合した二糖であ

る。肝臓と骨格筋に多く含まれるグリコーゲンは（イ）がグリコシド結合した多糖であ

る。グリコシド結合の生成は吸エルゴン反応（ΔG > 0）なので、糖はヌクレオチド糖と

なって活性化される必要がある。乳腺では、先ず(a)（ア）1-リン酸がUDP（ア）へ変え

られる。そして、ラクトースシンターゼがUDP（ア）の（ア）部分を（イ）へ転移させ

る。肝臓では、(b)（イ）1-リン酸がUDP（イ）へ変えられる。そしてグリコーゲンシン

ターゼがUDP（イ）の（イ）部分をグリコーゲンの非還元末端へ転移させて糖鎖を伸長

させる。 
 タンパク質はアミノ酸がペプチド結合で連結した直鎖状分子である。(c)生体でのタン

パク質合成はリボソーム上で起こる。ペプチド結合の生成も吸エルゴン反応なので、材

料であるアミノ酸はアミノアシルtRNA として活性化される必要がある。ペプチド結合

は、リボソームのA部位にあるアミノアシルtRNAの（ウ）基がP部位で成長中のペプチ

ジルtRNAのペプチジル基を求核攻撃することで生成される。従って、合成中のペプチ

ド鎖に取込まれるアミノ酸は（エ）端に付加される。 
 核酸はヌクレオチドがホスホジエステル結合で連結した直鎖状分子である。生体での

DNAの合成はDNAポリメラーゼによって触媒される。ホスホジエステル結合の生成も

吸エルゴン反応であるが、多糖やタンパク質合成の場合と異なり、材料であるdNTP（デ

オキシリボヌクレオシド 3 リン酸）がそのまま使われる。即ち、(e)DNAの複製では一本

鎖DNAを鋳型として成長中のポリヌクレオチドの（オ）末端の水酸基が、次に結合す

るdNTPの（カ）基を求核攻撃してホスホジエステル結合ができる。従って、DNA鎖は

（キ）方向に延びる。 
動物における飽和脂肪酸合成は細胞の（ク）で起こり、その材料は（ケ）と（コ）で

ある。（コ）は、（サ）の加水分解反応と共役して、（ケ）と炭酸から生成される。脂肪

酸シンターゼは（コ）からC2単位を（ケ）ヘ転移する反応、ケト基の（シ）による還元

反応、及び、脱水反応を行う。そしてこのサイクルを繰り返して飽和脂肪酸を合成する。       
 
（１）文中の（ア）から（シ）に最も適切な語句を入れよ。 
 
（２）下線部(a)と(b)の反応は式(1)で表される。 

(アまたはイ)1-リン酸 + UTP  ⇄  UDP(アまたはイ)  +  PPi   -------(1) 
式(1)の反応は可逆であるが、生体内では逆行しない。その理由を述べよ。 
 
（３）下線部(c)に関連し、リボソームは小サブユニットと大サブユニットからなる。ポ

リペプチド鎖延長反応における小サブユニットと大サブユニットの役割を述べよ。 
 
（４）下線部(d)の tRNA の 2 次構造はクローバー葉形構造として知られている。クロー

バー葉形構造を模式的に描き、そこに 5’端、3’端、アンチコドンループとアミノ酸ステ

ムの位置を示せ。 
 
（５）下線部(e)の反応は大変複雑である。大腸菌 DNA の複製反応に関わる酵素やタン

パク質の中から DNA ポリメラーゼ以外の 3 種類を選んでそれらの名前と役割を述べよ。 
 
 
問２）電子伝達系に関する以下の文章を読み、問に答えよ。 



真核細胞では、解糖系やクエン酸回路などで生じた電子はNADHとFADH2からミトコ

ンドリアの電子伝達系に渡され、最終的にO2をH2Oへと還元する。そして、(a)酸化的リ

ン酸化と呼ばれる過程でADPからATPが作られる。ミトコンドリアの電子伝達系は、数

種類の呼吸鎖複合体から構成され、これには(b)膜内タンパク質（内在性膜タンパク質）

が多く含まれている。電子伝達系における反応は、単離したミトコンドリアを用いても

観察することができる。(c)0.3 Mスクロースを含むリン酸緩衝液に、単離したミトコンド

リアとADPを順に加え、酸素電極を用いて溶液中の酸素濃度を測定する。これにコハク

酸を加えると、酸素の急速な消費（酸素濃度の低下）が観察される。
 
（１）下線部(a)に示す ATP の合成はミトコンドリアのどの区画で行われるか。また、

サイトゾル中の ADP は、その区画へどのようなしくみで供給されるか。答えよ。 
 
（２）下線部(b)に示す内在性膜タンパク質の膜貫通領域は、どのような構造的特徴を

もつか。また、それは主にどのような性質のアミノ酸から構成されるか。答えよ。 
 
（３）NADHとH+によってO2がH2Oに還元される反応式を書け。また、この反応の標準

還元電位差ΔE˚´およびΔG˚´を計算せよ。ただし、NADHとO2の標準還元電位は-0.315 V
と 0.815 V、ファラデー定数Fは 9.65×104 J V-1 mol-1である。計算の過程とともに、結果

を有効数字 3 桁で答えよ。 
 
（４）下図は、下線部(c)に示す実験で、コハク酸を加えた後にオリゴマイシン（ATP
合成酵素阻害剤）、ジニトロフェノール、シアン化カリウム（複合体 IV の阻害剤）を順

次加えながら溶液中の酸素濃度を測定した結果である。オリゴマイシン、ジニトロフェ

ノール、シアン化カリウムの各試薬を加えた後に観察された酸素消費速度変化について、

その理由を簡潔に説明せよ。 
 

 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



問題 ２（生物学） 
１、以下の文を読んで、問１）〜問４）に答えよ。 
DNAは２本のポリ ① 鎖が２重らせんの形に巻き合った構造をしている。

DNAの持つ遺伝情報は ② によって倍加し、娘細胞に伝達される。真核細胞

内の染色体は、８個の ③ タンパク質からなるコアにDNAが巻き付いた ④ 

を構成単位として凝縮している。DNAに含まれる遺伝情報は、RNAを合成するア

転写反応と、mRNAを鋳型にしてタンパク質を合成する翻訳反応を介して、主要

な遺伝子産物であるタンパク質として発現される。RNAポリメラーゼによる転

写開始には、RNAポリメラーゼを ⑤ 領域に呼びこむのを助け、DNA結合を

安定化させる転写調節因子が必要となる。転写反応直後の前駆体mRNAから翻訳

の鋳型となる成熟型mRNAが核内で生成される過程には、 ⑥ のほかに、 ⑦ 

および ⑧ の付加などが含まれる。また、 ⑥ はmRNAの ⑨ 管理機構

においても重要な役割を果たしている。 
 タンパク質の翻訳領域は、連続した重なりのない一連のコドンからなる。真

核細胞の開始コドンは、ほとんどの場合 ⑩ である。多くの真核生物の場合、

６４種類のコドンのうち６１種類までがアミノ酸を指定し、残りの３つは終止

コドンとなる。すなわち多くのアミノ酸には複数のコドンがあり、これを ⑪ 

という。同一のアミノ酸を指定するコドンは ⑫ コドンという。 
 

問１）①〜⑫の空欄に、正しい用語を記入せよ。 
問２）下線アに関連して、mRNA の 5’末端を決定する実験方法を１つあげ、150
字以内で説明せよ。 
問３）mRNA の成熟化過程において遺伝子産物の多様性が獲得される機構につ

いて、100 字程度で説明せよ。 
問４）開始コドンと終止コドン以外のコドンの１個の塩基が異なる塩基に置き

換わった場合、合成されるタンパク質の変化の有無について、考えられること

を３通り、それぞれ 30 字程度で記せ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



２、以下の文を読んで、問１）〜問３）に答えよ。 
 
ある線虫の変異体は、遺伝子 A に劣性変異 a を持ち、それにより頭部の形態異

常を示すことが知られている。今、この a 変異体に対してさらに変異を導入す

る処理を行い、数世代飼育後に a 変異による形態異常が抑圧された線虫を独立

に３系統（S1、S2、S3）を単離した。 
 これらの線虫（雌雄同体、XX型）に、a変異体の雄（XO型）を掛け合わせ、

F1個体を得た。さらに、F1個体のうち雌雄同体について、自家受精させてF2個体

を 100 個体ずつ得て、それらの表現型をそれぞれ観察したところ、以下のよう

な結果になった。 
 
 F1個体の形態 F2個体の数 
 雌雄同

体 
雄 形態正常 形態異常 

S1 × a 変異体雄 異常 異常 25 75 
S2 × a 変異体雄 異常 正常 26 74 
S3 × a 変異体雄 正常 正常 76 24 
 

 S1、S2、S3 には変異導入処理により抑圧変異（それぞれ b、c、d とする）の

みがそれぞれゲノム上に導入されており、他に変異は導入されなかったとする。

また、全ての変異は、その表現型の浸透率が 100％であるとし、掛け合わせ中に

組み換えや更なる変異は起きないものとする。さらに、雄は雌雄同体の自家受

精では生じないものとする。 
 

問１）生物のゲノムに人工的に変異を導入する方法としては、どのようなもの

が知られているか。３つ挙げよ。 
問２）上記の結果から、b，c，d 変異について遺伝学的に推測されることを答え

よ。 
問３）S1 およびS2 の雌雄同体に対して、野生型の雄をそれぞれ掛け合わせ、F1

個体の表現型を調べたところ、S1 との掛け合わせでは雌雄同体は形態正常、雄

は形態異常であったのに対し、S2 との掛け合わせでは雌雄同体も雄も形態が正

常だったとする。ここで、それぞれのF1の雌雄同体を自家受精させ、F2個体をそ

れぞれ 100 匹得た場合、形態が正常な線虫と形態異常の線虫の数として、遺伝

学的に最も期待される数字はそれぞれどのようなものであるか答えよ。 
 
 
 



問題３（生物学） 

 

 

脊椎動物の体節は、未分節中胚葉の前方領域にある細胞集団が、周期性を持ちかつ決ま

った位置で（１）化することからその形成が開始する。体節は、その後周囲の組織との

（２）により皮筋節と（３）へと領域分けがなされる。（４）や神経管床板に由来する（５）

シグナルは、体節のこれら組織に近接する部分を（３）へと誘導する機能がある。（３）

の細胞はやがて（６）化し、移動再集合を経て椎骨と肋骨を形成する。皮筋節の筋節部

分は背筋、腹筋などの体幹の骨格筋や（７）の前駆体を生じ、皮節は（８）へと分化す

る。体節自身の形態はステレオタイプであるが、体節から形成される椎骨や肋骨は体の

前後軸に沿って位置に固有な形態を有する。脊椎動物のHox遺伝子群は、ショウジョウ

バエのAntpやUbxに代表される（９）群と進化的な起源を共有し、DNA結合ドメイン

として（１０）を持つ転写調節因子をコードする。マウスを用いた標的遺伝子破壊実験

などから、Hox遺伝子群は、体節の前後軸に沿った位置特性を決定する機能を持つこと

が明らかとなった。 

 

問１） 上の文の空欄（１）−（１０）に対応する適切な語句を記せ。 

 

問２）体節の前後軸に沿った位置特性決定機構を解析するために、図１A に示すように

発生段階（以後st.と略す）10のニワトリ胚の予定胸部体節未分節中胚葉を採取し、st.8
のニワトリ胚の予定頸部体節未分節中胚葉部分と入れ替えるような移植を行った。移植

を受けた胚の発生を9日胚まで進めて骨パターンを観察したところ、図 1B に示すよう

に頸部に、移植片に由来する胸部に特徴的な形態を持つ骨の形成が認められた。この実

験結果から推測される、体節の前後軸に沿った位置特性決定機構の性格を述べよ。なお

同所移植ではこのような異所性の形態形成は観察されない。 

 

問３）Hox 遺伝子の機能を解析するために、正常発生過程では腰椎レベルの体節とそれ

より後方の体節で発現しているHoxa-10を、マウス胚のすべての体節で発現させた。そ

の結果図 2C のような骨格の変異が生じた。また Hox10 に属する Hoxa-10, Hoxc-10, 
Hoxd-10 の三重標的遺伝子破壊のホモ個体は、図 2D に示されるような骨格を持ってい

た。これら 3 つの遺伝子の体節における発現様式はほぼ同じである。Hox10 に属する

Hox 遺伝子の位置特異性決定における機能を、図 2C と 2D の結果の解説とともに推測

せよ。図2A,B,Eは野生型マウスの骨格標本である。なおHoxb-10は存在しない。 

 

問４）Hoxa-10, Hoxc-10, Hoxd-10の三重標的遺伝子破壊のホモ個体では、図2Dに示さ

れるような表現型が現れるが、それぞれ単独の標的遺伝子破壊ホモ個体では、図 2F に



代表される形態変化が観察される。このような違いを生じる理由について述べよ。 

 

問５）Hoxa-10の標的遺伝子破壊ホモ個体では、体節由来の骨の形態変異の他に生殖器

官にも変異の表現型が現れる。生殖器官の原基となる組織ではHoxa-10の発現は観察さ

れている。注目する生殖器官には骨組織は含まれず、またその発生過程は椎骨の影響は

受けないことがわかっている。このように、一つの転写因子が異なる組織の形成に関わ

っていることはよく見られることである。この分子メカニズムを説明せよ。 

 

 

図1 

 

図は“Principles of Development”  (Lewis Wolpert 著) を改変 

 

 

図2 

 

図は“Molecular Biology of the Cell”  (Bruce Alberts ら著)及びRijli, F.M. et al. PNAS 
92, 8185(1995) を改変。Tは胸椎を、Lは腰椎を示す。 



問題 ４（生物学） 
 

 

カエル卵には卵形成の過程で蓄積された大量の（A）mRNA が含まれている。受

精後、卵割の進行に伴い、タンパク質合成が顕著に上昇する。これらのタンパ

ク質はすべて（A）mRNA の翻訳によって合成される。さらに発生が進行すると、

第 12 卵割期以降に受精卵に特徴的な変化が起こる。この時期は中期胞胚変移

(mid blastula transition, MBT)と呼ばれている。この MBT 以降に、初めて、

①細胞周期に G1,G2 期が加わる、②細胞周期の（B）が失われる、③（C）遺伝

子の転写が開始されること(図１)が知られている。 

 

これまでに、サイトカラシン B 処理や

割球を分離して発生させても、MBT は未

処理の正常胚と同時期におこることが知

られている。このことから、 (D)や（E)

は MBT を規定する要因ではないことがわ

かった。MBT で起こる現象をさらに詳細

に調べるため以下の実験を行った。 

 

 

 

図 1. 発生期における mRNA の合成量の変化 
 

 

受精 60 分後に、転写の鋳型となるレ

ポータープラスミド X を１ng 注入した。

その後、各時間で放射性同位体標識した

rUTP を注入、15 分後に卵を回収し、RNA

分画に含まれる放射活性を測定してレポ

ータープラスミドからの転写量を定量し

た（図 2）。 

 
 

図 2. 発生期に注入した転写の鋳型となるレポータープラスミド由来の転写量

の変化 

 



次に、転写の鋳型とはならないプラスミド Y を利用して DNA 注入量を変化さ

せる以下の実験を行った。受精 50 分後に、転写量を測定するレポータープラス

ミド X を 2ng 注入した。さらに、2時間後、一定量の放射性同位体標識した rUTP

とプラスミド Y の量を変化させて共注入した。全 DNA 注入量は X と Y の総和で

ある。さらに 1 時間後、卵を回収し、レポータープラスミド X からの転写量を

放射活性測定によって定量した(図 3)。また、正常胚での各卵割期における内在

DNA 量を測定した結果を表１に示す。 

このプラスミド注入量を増加させた場合の現象は、一個の未受精卵に複数の精

子を受精させた場合や受精卵の細胞質を減少させた場合にも起こることが知ら

れている。

 

表 1 正常胚での卵割期と内在 DNA 量 

卵割期 
DNA 量 

log (ng DNA/卵) 

11 0.8 

12 1.1 

13 1.4 

14 1.7 

 

 

図 3. DNA 量と転写活性の相関 

（図 1-3, 表 1 は Newport et. al. Cell,30, 675-696, (1982)より改変） 

 
問１）Aから Eに入る適切な語句を記せ。 
 
問２）図 1 と図 2 の結果の比較から考え得る、初期胚での転写調節機構につい

て説明せよ。 

 

問３）図 1 から図 3 の結果と下線文から推測される、MBT での(C)遺伝子の転写

開始を決定する機構について説明せよ。 

 

問４）ある遺伝子 Pの mRNA 量を測定したところ、受精直後から MBT 以降にわた

って存在することがわかった。よって、MBT 以降、P mRNA は (A)mRNA と

(C)mRNA の混在している可能性が考えられるが、上記の実験方法では

(C)mRNA の存在を明らかにすることはできない。(C)mRNA が MBT 以降に確か

に存在することを示すには、遺伝子 Pの(A)mRNA と(C)mRNA に違いがあれば

よい。違いを区別し、(C)mRNA を検出する実験的方法を具体的に述べよ。 



問題 ５（生物学） 
 
仮想的な細胞内のタンパク質因子 P および Q は細胞外因子 X に対する応答反応に関わるシ

グナル伝達経路の一員であると推測されている。これら 2 つのタンパク質の性質を調べる

ため P、Q それぞれを緑色蛍光タンパク質（Green Fluorescent Protein：以下 GFP）と赤

色蛍光タンパク質（Red Fluorescent Protein：以下 RFP）を用いて可視化し、共焦点顕微

鏡を用いて、細胞を X で処理したときの局在変化を調べた。細胞内を観察した結果、未処

理の細胞では図 A のようにそれぞれの蛍光が細胞質全体に拡散した画像が得られたのに対

して、X 処理後 15 分経過した細胞では図 B のように細胞の辺縁部に輝度の高い緑色蛍光

および赤色蛍光の局在が観察された。なお、図中①のように「 」で塗りつぶした領域はタ

ンパク質 Q の局在を示す赤色蛍光分布を表し、②のように「●」で塗りつぶした領域はタ

ンパク質 P の局在を示す緑色蛍光の分布が赤色蛍光分布と画像上重なっていることを表し

ている。実際の観察では GFP と RFP の蛍光分布は独立に取得しており、図の結果はコン

ピューター上で 2 つの結果を重ね合わせたものである。また、図中央上の破線は細胞の縁

を表している。 

 
次に X による上記細胞内分布の変化の詳細を検討するため、X 処理に先立って P あるいは

Q の RNAi を行った。P のノックダウン細胞の X 処理後 15 分では図 C のようにほとんど

の赤色蛍光が細胞辺縁部に局在した画像が得られたのに対して、Q のノックダウン細胞の

X 処理後 15 分では図 D のように緑色蛍光が細胞質全体に拡散して目立った蛍光の局在は

見られない画像がそれぞれ得られた。 

 

 



最後に Q の N 末端部分あるいは C 末端部分のコンストラクト（いずれも可視化処理され

ていない）をそれぞれ細胞に大量発現させ X 処理を行ったところ、N 末端部分の場合は図

E のようにほとんどの赤色蛍光が細胞辺縁部に局在し、緑色蛍光は細胞質全体に拡散した画

像画像が得られたのに対して、C 末端部分の場合は図 F のような画像、すなわち X 未処理

細胞（図 A）と同様の蛍光分布の画像が観察された（いずれも X 処理後 15 分）。 

 

 
P や Q を可視化するために行った実験操作はそれぞれの本来の性質を損なわないものとし

て以下の問いに答えよ。 

 
問１）本文にあるように GFP、RFP などの蛍光タンパク質を用いると細胞内でタンパク質

を可視化できる。この手法について、(ⅰ)GFP が蛍光を発する分子構造、(ⅱ)免疫抗体染

色法と比較した長所、の二者に言及して説明せよ。 
 
問２）図 B の●のように二つの蛍光分布が画像上重なることを共局在とよぶ。共局在を根

拠として、最初の X 処理実験の結果から、P と Q とは通常条件では結合しないが、X 処理

によって細胞膜近傍で両者が結合すると結論づけられそうであるが、必ずしもそうではな

い。A と B の画像の解釈のみに基づいて上記結論を批判せよ。また、結合することを示す

ために必要な実験を簡潔に述べよ。 
 
問３）図 A〜図 D までの結果から、P と Q についてわかることを述べよ。 
 
問４）上記一連の実験から X に応答して P と Q が相互作用し局在変化をおこす分子機構

について推測できることを述べよ。問２で回答した実験により P と Q が結合することが示

されたと仮定してよい。 

 



問題 ６（生物学） 
 
根の重力屈性は、地上部より輸送されたオーキシンの不均等分布により、伸長

域細胞の生長速度に差ができて起こると考えられている。重力屈性時の不均等

分布をもたらすオーキシン輸送機構を明らかにする目的で、トウモロコシの根

を用いて重力屈性を調べた。重力方向に伸長している根に図１右の模式図で示

した処理をした後 90 度回転させて水平に置き、経時的に根の屈曲角度を測定し

た。模式図は根の先端部分を表し、重力は図の下方向に働いている。模式図に

屈曲方向を、左のグラフの縦軸には根の軸方向に対して屈曲した角度の絶対値

を示した。黒い部分は根冠（コルメラ、側部を含む）を示す。根冠を全部除去

すると、根は未処理のものより伸びたが屈曲しなかった。根冠を半分除去した

根の屈曲を○、●で示した。いずれも根冠のみ除去したものとする。また、模

式図（□、■）中の黒い線は物質を通さない雲母片を挿入してあることを示し、

雲母片の重さは無視できるものとする。各問いに答えよ。 
 

 

       

図１ 

 
 
 
 



問１）下の図は根冠を半分除去した(a)、雲母片を根冠に水平(b)、または垂直(c)
に挿入した根である。それぞれの屈曲方向を予測し、その理由を述べよ。

また、(b)と(c)については屈曲角度の違いを明確に記せ。重力は矢印方向

に働いている。 
 
 

                  
  

(a)              (b)                  (c) 
 
 
問２）図１の結果をふまえて、水平に置いた根における根冠から伸長域へのオ

ーキシン輸送モデルを提案し、図 1 のそれぞれの根の屈曲角度の違いを

説明せよ。図を使っても良い。 
 
問３）屈性を示した根の屈曲部位で、オーキシンが不均等に分布していること

を示す実験法を三つ考案せよ。 
 



問題 ７（生物学） 
 
以下の文章を読んで、問１）〜問４）に答えよ。 
 
 単細胞真核生物である酵母は、一倍体で栄養増殖する。酵母は、培地からア

ミノ酸を得ることができる間はこれを利用し、培地中のアミノ酸が枯渇すると、

各種アミノ酸を合成するための酵素群を発現する。これを general amino acid 
control（GAAC）という。酵母では、この発現誘導ができない変異株（gcn 変異：

general control non-inducible）や常にアミノ酸合成系酵素群を発現してしまう変異

株（gcd 変異：general control derepressed）の解析から、アミノ酸をチャージして

いない tRNA の量を検知して GAAC が制御されることがわかってきた。 
 GAACでは、Gcn2 タンパク質による翻訳開始過程の制御が、その発動の鍵段

階となっている。すなわち、Gcn2 は翻訳開始因子eIF2 をリン酸化することで、

eIF2・GTP・開始Met-tRNAMet*複合体（TC）の形成を抑える。これにより、一般

のmRNA の翻訳開始が阻害され、最終的にGAACが発動される。 
*「開始Met-tRNAMet」 は、Metがチャージされた開始コドンに対するtRNA。 

 
問１）tRNA の末端に Ala がチャージされた構造を、下記の構造を参考にして示

せ。なお、アミノ酸のチャージされたヌクレオチド以外の部分の構造は、下記

のように“tRNA”と省略してよい。 

 
 
問２）Gcn2 は、プロテインキナーゼドメインとアミノアシル tRNA 合成酵素様

ドメイン（RS 様ドメイン）をもつ。実際、Gcn2 に tRNA が結合するかを、ゲル

シフトアッセイで検討した。ところが、Gcn2 のゲルに加え、コントロールとし

て用いた翻訳延長因子 eEF1A のゲルとヒスチジル tRNA 合成酵素（His-RS）の

ゲルの、どのゲルがどれであるかわからなくなってしまった。図１の(a)〜(c)の
結果は、各々、どのタンパク質のゲルシフトの結果だと考えられるか。理由と

ともに述べよ。また、この結果から Gcn2 の tRNA 認識の特徴を推測せよ。 



図１ ゲルシフトアッセイ 
放射性標識された微量の tRNAHis

（チャージされていない、Hisコド

ンに対するtRNA）と、タンパク質、

および、各パネルの上に示した非

放射性の競合RNA（competitor）を

適切な条件下でインキュベートし、

生じた複合体を非変性ゲル電気泳

動で展開後、ゲル中の放射能を検

出した。各バンドの帰属を図左に

示す。His-tRNAHisはHisをチャージ

したtRNAHis、tRNALeuはチャージさ

れていないLeuコドンに対する

tRNA、Leu-tRNALeuはLeuをチャー

ジしたtRNALeuを示す。“protein”は、

精製したGcn2、eEF1AまたはHis-RS
のいずれか一つが、(a)〜(c)のパネ

ルの実験で使われている。 
 
 
 

 
問３）開始Met-tRNAMetを含む 80Sリボソームが形成されると、eIF2 上のGTPが
加水分解されてGDP型となり、TCは解離する。Gcn2 によるeIF2 のリン酸化は、

GDP型eIF2 のグアニンヌクレオチド交換因子への親和性を高める。この親和性

の亢進が、なぜTC形成の阻害につながるか説明せよ。 
 
問４）gcd5 変異はリジル tRNA 合成酵素（Lys-RS）の機能低下変異である。gcd5
変異と gcn2 変異の二重変異株は gcn の表現型を示す。他の多くのアミノ酸に対

する RS の機能低下変異も同様の性質を示すが、それ自身が gcd 変異となるある

種の RS の機能低下変異と gcn2 の二重変異株は、常に gcd の表現型を示した。

この RS は、どのアミノ酸に対する RS だと考えられるか。理由とともに述べよ。 



問題 ８（生物学） 

 
Tahara et al. Pharmacology 2006; 78:81–90 から一部改変 

図は、RI 標識バソプレッシン（ペプチド性抗利尿ホルモン、AVP）が、ある細

胞膜に結合したときの飽和曲線と、それをプロットし直したグラフである。以

下に問いに答えよ。ただしここで、細胞膜上のレセプターとリガンドの解離平

衡の様子は、レセプターが均一に溶液中に存在する場合（可溶化している場合）

に近似できるものとする。また、リガンドはレセプターの一箇所に結合し、レ

セプター間の相互作用は無いものとする。 
 
問１）遊離のリガンド濃度を[L]、遊離のレセプター濃度を[R]、結合物濃度を[LR]
とすると、解離定数Kdはどのように表わされるか。 
 
問２）総レセプター濃度を[R]totalとして、(結合リガンド濃度)/(遊離のリガンド濃

度)の濃度比を、結合リガンド濃度[LR]、解離定数Kd、総レセプター濃度[R]totalか

らなる式で表わせ（これはScatchard の式と言われる）。 
 
問３）問２の式をもとに飽和曲線をプロットし直したグラフが、図の挿入グラ

フである（これは Scatchard plot と言われる）。この図をもとに①総バソプレッシ

ンレセプター濃度と、②このレセプターに対するバソプレッシンの解離定数を、

それぞれ推定し計算せよ（有効数字２桁とする）。 



 
問４）このような実験で、リガンドの非特異的結合の影響を除外するためには、

どのようなデータを取ればいいか。 
 
問５）ここに、結合阻害剤を加えたとき、Scatchard plot のグラフの様子はどの

ように変化するか。競合的阻害剤と非競合的（ここでは、レセプター上でリガ

ンド結合部位と別の部位についてリガンド結合を阻害するものとする）阻害剤

を例にして述べよ。 
 
問６）結合しているリガンドを５０％減少させる（遊離の）阻害剤の濃度は、

結合阻害剤のIC50と言われる。阻害剤が競合的阻害剤であるとき、このIC50を、

リガンド濃度[L]、阻害剤の解離定数Ki（阻害定数）、リガンドの解離定数Kdか

らなる式で表わせ。また、その式の意味するところを考察せよ。 
 
 



問題 ９（生物学） 

 

 

 SV40 ウイルス DNA の複製起点を含むプラスミド DNA は、ヒト由来の培養

細胞の細胞質抽出液と SV40 T 抗原を加えることにより、試験管内で効率よく

複製を行わせることができる。この反応系において、同じ細胞由来の核抽出液

の効果を調べるための実験を行った。また、この結果にもとづき明らかにされ

た核抽出液中の因子に関する実験を行った。 

問１） この試験管内反応系で合成されるDNAを検出するために、基質として

[α-32P]dATPを含む 4 種類のdNTPを加え、37°Cで 60 分間反応を行った。その

後、DNAを抽出、精製し、アガロースゲル電気泳動を行い、ゲルを濾紙上に

乾燥させてオートラジオグラフィーを行った結果が図１に示されている。核抽

出液の添加によりバンドの位置に変化が生じた理由について説明しなさい。た

だし、図中のIはI型（超らせん型）DNAの位置を、IIはII型（弛緩型）DNAの位置を

示している。 

問２） 反応産物を非特異的核酸分解酵素（ミクロコッカスヌクレアーゼ）で穏やか

に処理した後、DNA を抽出、精製し、図１の場合と同様に電気泳動後、オート

ラジオグラフィーを行い、図２の結果を得た。この結果から２つの反応産物

DNA の構造について考察しなさい。 

問３） 図２の実験で、核抽出液を添加した反応産物を、より強い条件でミクロ

コッカスヌクレアーゼの処理を行った場合の結果を予想しなさい。 

問４） 図３の実験では、核抽出液を添加する時期の影響を検討した。レーン

１のサンプルでは反応の最初に核抽出液を加え、120 分後に反応を停止した。

レーン２のサンプルでは、反応開始後 60 分に核抽出液加え、さらに 60 分間

反応を行った。反応後は図１の場合と同様に DNA の抽出、精製、電気泳動、

オートラジオグラフィーを行った。２つのサンプルで異なる結果が得られた原

因について述べなさい。但し、放射能の取り込みは 60 分以内で飽和に達すると

考えて良い。 

問５） 図１−３で見られた DNA の挙動に関わる因子のひとつとして、核抽出液中

に存在するタンパク質 X が同定された。この因子が細胞増殖に及ぼす影響を調べる

目的で、HeLa 細胞において、siRNA を用いてこの因子の発現を抑制した。図４は、

トランスフェクションによりオリゴヌクレオチドを導入した細胞の DNA 含量を 48



時間、および 72 時間培養後にフローサイトメトリーにより測定したものである。

コントロールの細胞では非特異的オリゴヌクレオチドを導入した。この結果をもと

に、タンパク質 X の発現抑制下で、細胞増殖にどのような影響が生じているか述べ

なさい。 

 

 

 



問題１０（生物学） 

 

 線虫C. elegans は、複数の匂い物質を、頭部の左右対称な位置に存在する一対の匂い受容

ニューロンAWCL(AWC Left)とAWCR（AWC Right）で感知する。この２つを総称してAWC

という。str−2 遺伝子は、AWCLとAWCRのどちらかのニューロンでのみ発現し、どちらの

AWCニューロンで発現するかは、stochastic(確率的)に決定される。AWCLおよびAWCRに

おいて、特定の匂い物質は、それに対応する匂い受容体タンパク質（匂いレセプター）を

介して受容される。匂い物質であるbutanone(bu)、 benzaldehyde(bz)、2,3-pentanedione(pd)、

isoamyl alcohol(iaa)は、それぞれに特異的な匂いレセプターを介してAWCニューロンのみで

受容され、線虫は、それらの物質に対して誘引行動を示す。特定の匂いを受容する匂いレ

セプターには、str-2 遺伝子が発現している方のAWCニューロンでのみ発現しているレセプ

ターと、str-2 遺伝子が発現していない方のAWCニューロンでのみ発現しているレセプター

と、str-2 遺伝子の発現に関わらず両方のAWCニューロンで発現しているレセプターがある。 

 str-2 遺伝子の発現制御に関与する遺伝子A、B、Cを同定した。それらの遺伝子に変異を

持つ突然変異体のstr-2 遺伝子の発現パターンを、以下の表に示した。2AWCONは両方のAWC

で、1AWCON1AWCOFFは１つのAWCでstr-2 遺伝子が発現している個体の割合、2AWCOFFは両

方のAWCでstr-2 遺伝子が発現していない個体の割合を示す。lfは機能低下型変異、caは構成

的活性型変異を表す。 

 

 野生型と突然変異体 A(lf) に対して、これらの匂い物質に対する誘引行動テストを行った

ところ(図１)、突然変異体 A(lf)では、bz、iaa、bu に対する応答は、正常あるいは、ほぼ正

常であったが、pd に対する誘引行動は失われていた。次に、bu を行動テストプレート上に

充満させた条件下で誘引行動テストを行ったところ（図２）、野生型および突然変異体 A(lf)

ともに、bu に対する応答が失われていた。野生型は、bu 存在下で bu 以外の匂い物質に対



して正常に応答したが、突然変異体 A(lf)では pd に加え、bz および iaa に対する応答が極端

に低下していた。 

 

 

問１）上記の変異体の二重変異体を作製し、その表現型を調べた結果、以下のようになっ

た。これらの結果から、str-2 遺伝子の発現制御における A、B、C 遺伝子の作用の順番を示

しなさい。 

 

問２）突然変異体 A(lf)において、pd に対する誘引行動が完全に失われていた原因について

考察しなさい。 

 

問３）野生型において、str−2 遺伝子を発現している AWC をレーザーで破壊した場合の pd

に対する誘因行動がどうなるか予測しなさい。また、str−2 遺伝子を発現していない AWC

をレーザーで破壊した場合の pd に対する誘引行動がどうなるか予想しなさい。 

 

問４）bu 充満下において、bu に対する誘引行動は、野生型および突然変異体 A(lf)において

失われていた（図２）。その理由について考察しなさい。 

 

問５）突然変異体 A(lf)は、bu 非存在下では、 bz および iaa に、ほぼ正常に応答したが（図

１）、bu 充満下では、bz および iaa に対する応答が極端に低下した（図２）。低下した原因

について考察しなさい。  
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