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問題	 １（生物学） 
 
 
問１） 下記の文章を読み、（１）〜（５）の設問に答えよ。 
 
	 タンパク質は必要に応じ、複数の手段でアミノ酸まで分解される。アミノ酸

の多くは再びタンパク質合成の基質として利用されるが、一部のアミノ酸は分

解され、エネルギー生産を含めた他の代謝系に回される。この時、各アミノ酸

よりα-アミノ基が除去され、最終的にアンモニアとして遊離される。哺乳類等
では血中へのアンモニアの蓄積は有害であるので、アンモニアを	 ア	 サイク

ルによって	 ア	 に変換し（図 1）、排泄する。 
 
（１）	 ア	 の化合物

名を答えると供

に、その構造式

を図 1 の中から
選んで記せ。ま

た、この化合物

を 6〜8 M の濃

度でタンパク質

に作用させると、

通常何が起きる

か記せ。 
（２）下線部に関し、

各アミノ酸のα-
アミノ基は、ア

ミノ転移反応に

よって一時的にアミノ酸 Aのα−アミノ基となる。さらに、アミノ酸 Aは
酵素 Bによって、アンモニアと有機酸 Cに分解される。アミノ酸 A、酵
素 B、有機酸 Cの名称を答えよ。 

（３）図 1の反応 Dは、カルバモイルリン酸シンターゼ I（CPS I）が触媒する。
カルバモイルリン酸は、グルタミン、ATP、H2CO3を基質とした多段階反

応を触媒する CPS IIによっても合成される。大腸菌の CPS IIでは、3つ
の活性中心が、タンパク質内の同一トンネル中に配置されている。この

ような配置による酵素反応の効率化を何と呼ぶか。また、CPS II でこの
ような活性中心の配置が必須であるのはなぜだと考えられるか。 

（４） 図 1の	 イ	 および	 ウ	 のボックスに入るアミノ酸の名称と構造式を、
中性域でのイオン化状態で示せ。なお、光学異性は考慮しなくて良い。 

（５）真核生物において、図 1の化合物 Eと化合物 Fは、二つの細胞内区画間
でやりとりされる。両者の輸送は、同一の輸送担体 Gによる共役輸送で、
この輸送では電荷の正味の移動はおこらないという。化合物 Eと化合物 F

図 1	 



は、この輸送担体 G を介してどのように輸送されているか。各化合物が
やりとりされる細胞内区画の名称、各化合物の生理的な輸送方向を示し

つつ、簡潔に説明せよ。 
 
 
問２）下記の文章を読み、（１）～（５）の設問に答えよ。 

 
	 粗面小胞体で合成されるタンパク質はN末端に 13～36残基の ア をもって合
成される。 ア は 6～15残基の疎水コアの両側に比較的親水性のアミノ酸が位
置し、疎水コアの N末端側親水性残基には イ アミノ酸が一つ含まれる場合が
多い。タンパク質合成開始後約 40残基くらいまで合成が進むと、 ア はリボソ
ームの外に出る。そこで ア とリボソームに ウ が結合し、ペプチド合成を停
止させる。	  ウ は、粗面小胞体膜の エ と結合し、リボソームと オ の複合
体形成を仲介する。その後 ウ が解離してペプチド合成が再開する。小胞体に
結合したリボソームで合成されたペプチドは、 オ が形成する孔を通り粗面小
胞体内に輸送される。 ア は粗面小胞体内腔に入ると、膜に結合した カ によ
り切断される。小胞体内腔では①合成されたポリペプチドのフォールディングが

始まる。また、内腔の酵素による②翻訳後修飾も始まる。ポリペプチド合成が完

了するとペプチド鎖は オ やリボソームから遊離し、リボソームは粗面小胞体
から解離する。 
 
（１）文章中の	  ア  ～	  カ 	 に最もふさわしい語を入れよ。ただし略語は

使用できない。 
（２）疎水コアの N末端側親水性残基の一つはふつう  イ  残基である。 

	 	 	   イ  残基をもつアミノ酸名を２つ略さずに記せ。 

（３）下線部①でタンパク質のフォールディングを助けるタンパク質を一般に

何とよぶか。 

（４）下線部②の翻訳後の糖鎖修飾について、修飾されるアミノ酸名と修飾を

受ける部位のアミノ酸配列を記せ。さらに、転移された糖（GlcNAc）が

アミノ酸に結合した構造式も示せ。 

（５）哺乳類の粗面小胞体からゴルジ体に輸送されたタンパク質の一部は、さ

らに糖鎖修飾を受ける。ゴルジ体における糖鎖修飾について、修飾を受

けるアミノ酸と修飾を受ける部位のアミノ酸配列を記せ。さらに、転移

された糖（GalNAc）がアミノ酸に結合した構造式も示せ。なお、Galは
Glcの C4エピマーである。 
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問題２（生物学）	 

	 

問１）以下の A〜Dの用語を、１〜２行で簡潔に説明せよ。	 
	 

A ゲノムプロジェクト	 genome project	 
B 遺伝子座	 genetic locus	 
C 遺伝子量補償（遺伝子量補正）	 dosage compensation	 
D エピジェネティクス	 epigenetics 

	 

問２）DNA組換えに関する以下の文章を読み、（１）〜（４）に答えよ。	 
	 

	 	 DNA相同組換えは、生物の生存や遺伝的多様性の獲得に重要である。例え
ば(a)大腸菌における DNAの相同組換えは、ファージを介した遺伝子導入や、接
合によって大腸菌内に導入された DNAとの遺伝子交換に働く。以下の表 1は
DNA相同組換えのいくつかの段階と、それらを触媒する大腸菌のタンパク質を
まとめたものである。また生物のゲノムに存在するトランスポゾン（転位因子）

は DNA組換えによってゲノム上を転位する。トランスポゾンは全体の構造と転
位機構の違いによって、以下の表 2に示した様に大きく 3つに分ける事ができ

る。	 

	 

相同組換えの段階	 大腸菌の触媒タンパク質	 

(	 ア	 )	 RecBCD複合体	 

相同なDNAの対合と鎖の侵入	 (	 イ	 )	 

(	 ウ	 )連結の識別と分岐点移動	 (	 エ	 )	 

(	 ウ	 )連結の解離	 (	 オ	 )	 

表１	 相同組換えの段階と触媒タンパク質	 
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トランスポゾン	 末端の構造	 転位機構	 

DNAトランスポゾン	 (	 カ	 )を持つ。	 
切り貼り式転位または(	 キ	 )型	 

転位によって転位する。	 

ウイルス様	 

レトロトランスポゾン	 
(	 ク	 )を持つ。	 

RNAに転写された後、DNAに逆転
写され、標的部位に組込まれる。 

(	 ケ	 )エ	 

レトロトランスポゾン	 

5'UTRおよび
3'UTRとそれに続
く(	 ケ	 )を持つ。 

RNAに転写された後、標的部位に
結合して、DNAに逆転写され、標
的部位に組込まれる。 

表２	 トランスポゾンの分類	 

 

(１)表１の(	 ア	 )〜(	 オ	 )にあてはまる最も適当な語または語句を記せ。	 

(２)	 下線部(a)に関して、遺伝子交換以外で、大腸菌において DNA 相同組換

えが重要な役割を果たす現象を述べよ。	 

(３)表２の(	 カ	 )〜(	 ケ	 )にあてはまる最も適当な語を記せ。	 

(４)自律トランスポゾンと非自律トランスポゾンとを簡単に説明せよ。	 

 

問３）以下の文章を読み、（１）〜（５）に答えよ。（２）〜（５）について

は結果だけでなく計算の過程も記すこと。また、以下の問いにおける血縁関係

は全て生物学的関係である。 
 

	 ヒトの常染色体性の劣性変異 xをホモ接合で持つすべての新生児は、遺伝病を
発症し、出生後すぐに死亡する。個体数が十分に大きいある集団において、変

異 xの保因者の割合は 100 人に 1人であった。	 

	 

（１）ヒトの常染色体性の単一の劣性変異によって引き起こされる疾病を１

つ挙げよ。	 

（２）この集団の中で結婚がランダムに行われた場合、この遺伝病の発症率

を求めよ。	 

（３）この集団に属する個人 Aの父の弟は、この遺伝病で死亡している。A
がこの集団に属する、親戚ではない人と結婚した場合、生まれてくる新

生児がこの遺伝病を発症する確率を求めよ。ただし、Aの母親は保因者
でないとする。 

	 



 

（４）上記の A が父方のいとこ（A の叔母の子供）と結婚した場合、生ま
れてくる新生児がこの遺伝病を発症する確率を求めよ。ただし、叔母の

夫は保因者でないとする。	 

（５）この集団において、ある一組のいとこ同士の結婚によって生まれる新

生児が、この遺伝病を発症する確率を有効数字一桁で求めよ。	 	 

	 

	 



問題３（生物学）  
 
 
次の文章を読んで下の問いに答えよ。	 

	 

有性生殖を行う動物は配偶子である卵と精子を形成し、これによって親のゲノ

ムを子に伝える。真核細胞のゲノム DNAは様々なタンパク質と結合し、クロマ
チンを形成している。クロマチンタンパク質の主要なものはヒストンであり、

（	 ア	 ）、（	 イ	 ）、（	 ウ	 ）、H4の 4種類のヒストンからなるヒストン（	 エ	 ）
量体にDNAが巻きついて（	 オ	 ）と呼ばれるクロマチンの基本構造を形成する。
それに対し、精子のゲノム DNAにはヒストンのかわりに（	 カ	 ）と総称される
タンパク質が結合し、それによって精子の核は高度に凝縮する。また、精子は

（	 キ	 ）をもち、これを屈曲させて遊泳し、雄のゲノムを卵に運ぶ。一方の卵

は巨大な細胞であり、A細胞周期を停止させて受精を待つ。停止している卵の細

胞周期は受精の刺激によって再開する。受精によって B一つの精子核だけが卵内

に入ると、多くの動物では精子の（	 ク	 ）から（	 ケ	 ）が形成され、その働き

で C精子と卵の核が互いに接近して一つになる。胚発生を開始した受精卵からは

全ての種類の細胞が分化する。よって、受精卵は“分化（	 コ	 ）”をもつとされ

る。	 

	 

問１）（	 ア	 ）〜（	 コ	 ）に適当な語、または数字を記せ。	 

	 

問２）ヒストンタンパク質の最も重要な生化学的特質をあげ、そのような特質

をもつ生理的意義を説明せよ。	 

	 

問３）下線部 Aのようなしくみが働いていることにはどのような生理的意義が
あると考えられるか述べよ。また、脊椎動物の未受精卵は細胞周期のどの時期

で停止しているか答えよ。	 

	 

問４）下線部 Bは、複数の精子が受精しないようにするために多くの動物の卵
が備えているしくみによる。このしくみの名称を記し、哺乳動物の卵を例にと

って作用機序を具体的に記述せよ。	 

	 

問５）下線部 Cでは微小管が重要な役割をはたす。エネルギー（ATP）を使っ
て能動的に核を移動させるしくみとしてどのようなものが考えられるか、分子

レベルで具体的に記述せよ。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

問６）細胞の分化能は胚発生の進行と共にどのように変化するか。また、それ

を支持する実験結果としてどのようなものがあるか述べよ。 
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問題４（生物学）	 

	 

	 原腸形成運動は、多くの動物の初期発生で最初に見られる大規模な形態形成

運動である。アフリカツメガエルをモデル動物とした原腸形成運動に関する以

下の文章を読み、設問に解答せよ。	 

	 原腸形成過程での大規模な細胞集団の運動は下図に示すように、覆い被せ運

動（エピボリー）、陥入、巻き込み運動、移動および［ア］に大別される。巻き

込み運動では、胚表面の 1/4〜1/3 が胚の内側へ押し込まれる。一方覆い被せ運

動では、動物半球のシート状の細胞集団が拡張しながら植物極に向かって移動

するが、（１）このとき細胞集団の相互の位置の再配置が起きる。初期原腸胚の形

成体周辺では陥入と巻き込み運動が開始し、原口が形成される。巻き込み運動

が起こっている領域では､表層の下にある細胞も巻き込みを起こし、それにより､

より多くの細胞が胚の奥深くまで移動する。（２）巻き込み運動を行った細胞の一

部は移動性となり前方へと進み、（３）残りの細胞は［ア］運動を起こして組織形

状が前後軸方向に大きく変わるため、胚は前後軸方向に細長くなる。このとき

中軸中胚葉を形成する細胞集団の再配置が起きているが、この過程ではショウ

ジョウバエの翅の翅毛(wing	 hair)の遠近軸に沿った整列的な方向性の決定、す

なわち［イ］の決定で機能する遺伝子システムと同じシステムが用いられる。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 図：アフリカツメガエルの原腸形成運動	 

	 



 

 

問１）文中の［ア］及び［イ］に相当する語は何か。	 

	 

問２）下線部（１）に示す、覆い被せ運動中に見られる細胞の再配置はどのよ

うに起きているか、文と図で説明せよ。	 

	 

問３）下線部（３）に示される、帯域から陥入して形成されてゆく中軸中胚葉

で起きる［ア］の過程で起きている細胞の再配置について、文と図で説明せよ。	 

	 

問４）形成体は、原腸形成運動において陥入の位置と方向性を決める重要な役

割を果たしている。アフリカツメガエルの発生における形成体の誘導機構につ

いて、受精の段階から解説せよ。	 

	 

問５）下線部（２）に示す運動には、フィブロネクチンが関わることがわかっ

た。この運動における、フィブロネクチン依存性の細胞接着の関与を証明する

ための具体的な実験方法を二つ考案せよ。	 
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問題５（生物学）	 

次の文章を読み、問 1)～問８）に答えよ。 

カエルの運動神経が結合した骨格筋線維にガラス微小電極を挿入すると（図１）、

下記の(a)と(b)に示す現象が記録され、その結果を解析して(c)図５のグラフを得た。ま

た、運動神経と骨格筋の接合部を電子顕微鏡で観察すると図２の像が得られた。 

(a) 刺激を与えないとき、図３に示す「微小電位」と呼ばれる応答が記録された。 

(b) 外液のカルシウム濃度を下げて、運動神経を何回か電気刺激すると、図４のよう

に振幅の異なる「シナプス電位」が記録された。 

(c) 外液のカルシウム濃度をさまざまに変えて(b)の実験を行った時に得られた「シナ

プス電位」と(a)で得られた「微小電位」の観測値から図５が得られた。 

横軸は、「微小電位」と「シナプス電位」の平均振幅の比を表す。縦軸は、運動

神経を N 回刺激したとき、応答が観察されない回数(n0)の比（N/n0）の自然対数を

表す。各点はさまざまなカルシウム濃度でのデータを示している。 

 

 

 

	 



 

 

問１）図２の矢印で示す細胞小器官を何と呼ぶか？	 

問２）(a)で得られた応答（図３）の特徴を３つ述べよ。	 

問３）(a)で得られた応答はシナプスにおけるどのような構造変化に対応すると

考えられているかを、図２を参照して説明せよ	 

問４）図２の像と図３と図４で示された現象の発見がもとになって提唱された

「量子放出」という概念を説明せよ。	 

問５）図５の点がさまざまの値を取る原因を説明せよ。	 

問６）「量子放出」という概念は図５で証明された。図５の横軸が放出される「量

子」の平均個数(m)を示している理由を説明せよ。	 

問７）図５の縦軸も m を示す理由を説明せよ。なお、ここで起こる現象では、

値 x（0以上の整数）をとる確率はポアソン分布	 

Px	 =	 m
x	 e-	 m/x!	 （ただし、mは平均値）	 

で与えられるものとする。	 

問８）なぜ図５の結果が「量子放出」過程を証明したことになるかを説明せよ。	 
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問題	 ６（生物学）	 

次の文を読み、問１）〜問８）に答えよ。	 

	 

植物は、光合成によって栄養を獲得しているため、その生存にとって光環境は

非常に重要である。植物では、主に（	 ア	 ）、（	 イ	 ）、（	 ウ	 ）と呼ばれ

る３つの光受容体が光環境を感知し、様々な生理応答を引き起こすことによっ

て、変転する光環境下での植物の生存を可能にしている。	 

	 植物の種子は、発芽する時期までは生理活動をほとんど行わず、（	 エ	 ）状

態にある。ある種の種子の発芽は、光によって調節されている。普通の温度に

おいて、（a）（	 エ	 ）状態を破って発芽するのに光を必要とするような種子を
光発芽種子という。	 

	 また、（b）植物は、主に昼夜の長さの変化を感知して花成を誘導し、四季折々
に花を咲かせ、種子を残す。植物は一般に、春先に花を咲かせるものと、秋に

咲かせるものがある。（c）前者は長日植物、後者は短日植物と呼ばれている。
これに対して、季節に関係なくある程度の成長に達すると花が咲く植物は、

（	 オ	 ）植物と呼ばれている。日長に対する植物の応答は光周性と呼ばれる

が、この応答がおこる日長のことを限界日長という。	 

	 では、日長はどのように測定されているのであろうか？	 まず想定されるのは、

暗期もしくは明期開始とともにスタートする化学反応による産物が、一定量蓄

積することで、直接花成が誘導されるとする仮説１である。この仮説では（d）
暗期の中央に与えた短時間の光照射（光中断）が、暗期の効果を打ち消して短

日植物の花成を阻害することうまく説明できるが、（e）限界日長が温度を変え
ても余り変化しないことをうまく説明できない。また、（f）短日植物を数日間の
連続暗期においたとき、光中断の効果がほぼ 24時間周期で繰り返すことも説明
できない。一方、概日時計の周期が温度補償されている事実は、概日時計が日

長測定の基礎であることを示唆しており、これを仮説２とする。	 

	 仮説２において、植物の概日時計は、昼夜の繰り返しにより日長に関わらず

同じ状態に同調する（夜明けの時点での概日時計の状態が同じ）。（g）同調され
た概日時計は誘導相と呼ばれる時間帯をもち、概日時計がその時刻になった時

の外部の明暗により、長日もしくは短日を判定すると考えられる。こうした日

長測定はビュニングの仮説とよばれる。	 	 
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図１、太陽光と植物の葉を通した太陽光の波長分布	 

	 

問１）（	 ア	 ）〜（	 オ	 ）に当てはまる語を書きなさい。	 

	 

問２）光受容体（	 ウ	 ）に引き起こされる生理応答の一つに光屈性が知られ

ている。光屈性では、ある植物ホルモンが重要な働きをすることが知られてい

るが、その植物ホルモンは何か。また、胚軸の光屈性におけるこのホルモンの

輸送と分布、働きについて説明せよ。	 

	 

問３）下線部（a）に関連して、植物では、穂についた種子が乾燥しないうちに
発芽してしまう穂発芽という現象が知られている。この現象を、植物ホルモン

の異常で説明せよ。	 

	 

問４）（	 ア	 ）により引き起こされる光発芽では、赤色光（660 nm）が発芽を
誘導し、遠赤色光（700 nm以上）が発芽を抑制する。このような波長による発
芽制御は、植物にとってどのような生態学的な意義を持つか、図１を参考にし

ながら説明せよ。	 

	 

問５）下線部（b）に関連して、シロイヌナズナにおいて花成の誘導を引き起こ
す花成ホルモン（フロリゲン）の実体と考えられているものは何か。また、そ

れは植物のどこでつくられ、どこへ移動するのか説明せよ。	 	 



 

 

	 

問６）下線部（c）に関連して、北半球の高緯度地方では短日植物と長日植物の
どちらが生育に適しているか、理由を含めて説明せよ。	 

	 

問７）仮説１に基づくとき、下線部(d)、(e)、(f)のようになる理由を説明せよ。	 
	 

問８）限界日長が 12時間の短日植物において、長日条件（12時間明 10時間暗）
および短日条件（10時間明 14時間暗）で仮説２に基づいて誘導相の時間を想定
し、下線部(g)のように光周性反応が起こる仕組みを説明せよ。	 
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問題	 ７	 （生物学）	 
	 

上皮成長因子（EGF）の受容体（EGFR）の代謝様式を研究する目的で以下の実

験を行った。問１）〜問４）に答えよ。 

 

【実験】EGFRの細胞内における代謝様式を解析する目的で、レポーター遺伝子

（pCMV-EGFR-FLuc）と､その対照遺伝子（pCMV-FLuc）を作製した。レポータ

ー遺伝子は EGFR 遺伝子の下流にホタルルシフェラーゼ遺伝子を導入し、上流

にはサイトメガロウイルスのプロモーターを連結したもので、対照遺伝子は

EGFR遺伝子領域を持たないものである。これらのプラスミドを HeLa細胞内に

導入して、HeLaEGFR-FLuc細胞と HeLaFLuc細胞を調製し、安定的に発現させる条件

を確立した。細胞を 96穴プレートで培養し、それにルシフェラーゼの発光基質

（ルシフェリン）と EGFを添加し、その反応生成物に由来する発光量を定量す

ることによりルシフェラーゼ活性を求めた。細胞培養は 70%の subconfluent状態

で行い、EGF添加前と EGF添加後 90分まで経時的に発光量を測定した。なお、

発光基質は細胞膜を自由に通過できると仮定せよ。 

	 (a) HeLaEGFR-FLuc細胞では、EGF処理しない場合には発光量に経時的変化は見ら

れなかったが（図１A）、EGF処理を行うと発光量は経時的に減少し 40分後から

増加し始めて 90分後には EGF添加前の値にまで達した（図１B）。この 40分後

からの増加はシクロヘキシミド添加時には観察されず、減少し続けることが示

された（図１C）。なお、HeLaFLuc 細胞では、EGF 添加に応答した発光量変化は

観察されず、図１Aと同様の結果が得られた。 

	 次いで、(b)プロテアソーム阻害剤である MG132 の存在下または非存在下で

HeLaEGFR-FLuc細胞に EGF処理を行い、30分後に細胞を破砕して、抗ルシフェラ

ーゼ抗体を用いて免疫沈降した。このサンプルを SDS-PAGE 後、ニトロセルロ

ース膜に転写し、抗ユビキチン抗体および抗 EGFR 抗体でイムノブロットを行

ったところ、図２のような結果を得た。またこの際、(c)各細胞破砕液を用いて直

接 SDS-PAGE を行い、ニトロセルロース膜に転写後、抗アクチン抗体を用いた

イムノブロットも行った。 

 

問１）下線部(a)(b)と図１、図２の実験結果から判ることを、理由を含めて簡潔

に述べよ。 

 



問２）下線部(c)の実験を行う理由を簡潔に述べよ。 

 

問３）EGFRの細胞内局在変化を蛍光顕微鏡で観察するためには、どのようなプ

ラスミドに構築しなおす必要があるか。理由を含めて簡潔に述べよ。 

 

問４）下線部(b)の実験において、HeLa細胞破砕液中の EGFRを抗 EGFR抗体で

免疫沈降すると、あるタンパク質が特異的に共沈降してくることがわかった。

このタンパク質は EGF刺激を受けて EGFRと相互作用する可能性が考えられる

ので、そのタンパク質の同定を行いたい。どのような実験方法によって同定す

ることができるか。その生化学的手法を、原理を含めて簡潔に説明せよ。 

 
 

 
【図１】 HeLaEGFR-FLuc細胞に EGFを添加後
のルシフェラーゼ活性。 
 
 
 
 

 
【図 2】 HeLaEGFR-FLuc細胞に EGFを添加後
30分の細胞を破砕し、抗ルシフェラーゼ抗
体で免疫沈降(IP)を行った。その試料を用い
てイムノブロット(IB)を行った（上段、中段）。
また下段の実験では、免疫沈降せずに IBを
行っている。
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問題  ８（生物学）  
 
以下の文章を読んで問題に答えよ。 
 
炭素数が 20 以上の脂肪酸は特に極長鎖脂肪酸と呼ばれており、炭素数が 10-19
の長鎖脂肪酸とは異なる機能をもつ。出芽酵母では、炭素数 16（以下 C16と記
す）までの脂肪酸の合成は細胞内の（	 ア	 ）で行われ、その反応は（	 イ	 ）

によって触媒される。一方、C18以上の脂肪酸への延長はミトコンドリアおよび
小胞体でおこる。小胞体における極長鎖脂肪酸の延長反応では図 1 に示した通
り、Step1：縮合、Step2：（	 ウ	 ）、Step3：（	 エ	 ）、Step4：（	 オ	 ）の４つ
の反応が１サイクル回ると、炭素数が２ずつ増えた脂肪酸が合成される。出芽

酵母において最初の縮合反応を司るのは、小胞体７回膜貫通タンパク質 Fen1お
よび Sur4という酵素である。また、２、３、４番目の反応はそれぞれ、Ybr159w、
Phs1、Tsc13という酵素が触媒する。極長鎖脂肪酸の炭素数を制御するメカニズ
ムを調べるため、脂肪酸の延長反応を試験管内で再構成した。具体的には、

Ybr159w、Phs1、Tsc13 各タンパク質を精製して、Fen1 および Sur4 タンパク質
と共にリポソームに組み込んだ。そこへ acyl-CoA（C16）と放射性同位元素によ
って標識した malonyl-CoA を加えて反応させた。反応産物を薄層クロマトグラ
フィーによって展開し、X線フィルムに露光した。 
 
 
問１）文中の（	 ア	 ）～（	 オ	 ）に入る単語を答えよ。 
 
問２）先行研究によるとFen1とSur4は異なる性質を持つことが予想されていた。
そこで、図 2-1のような Fen1と Sur4のキメラタンパク質を作製して、極長鎖脂
肪酸の試験管内延長反応を行い、図 2-2のような結果を得た。以下の問題（１）、
（２）に答えよ。 
（１）Fen1と Sur4はそれぞれ何個まで炭素鎖を延長させることができるか記 

せ。 
（２）Fen1と Sur4の性質の違いはどの領域に依存するか、図を使って説明せ 

よ。 
 
問３）Fen1と Sur4の６番目の膜貫通領域（TMH6）は相同性が高く、17アミノ
酸からなるαヘリックスである（図 3-1）。Sur4ファミリーには、小胞体内腔に近
い位置に Kが保存されている。この位置を便宜上 0位とする。Fen1ファミリー
には-4 位に K が保存されている。保存された K に着目して、次のような Sur4



（次ページに続く）	 

 

および Fen1の変異体（a）、（b）、（c）、（d）、（e）を作製し、極長鎖脂肪酸の試験
管内延長反応を行ったところ、図 3-2のような結果を得た。以下の問題（１）、
（２）に答えよ。 
 
（a） Sur4の 0位の Kを Lに、-4位の Fを Kにそれぞれ置換した変異体 
（b） Fen1の-4位の Kを Fに、-8位の Aを Kにそれぞれ置換した変異体 
（c） Fen1の-4位の Kを Fに、-11位の Iを Kにそれぞれ置換した変異体 
（d） Sur4の 0位の Kを Lに、-4位の Fを Aにそれぞれ置換した変異体 
（e） Sur4の 0位の Kを Lに、-2位の Aを Kにそれぞれ置換した変異体 
 
（１）αヘリックスにおける 0位、-2位、-4位、-8位、-11位のアミノ酸の位 

置を、図を使って説明せよ。 
（２）これらの結果から、極長鎖脂肪酸の長さがどのように制御されている 

か考察せよ。ただし炭素数４の飽和炭化水素鎖の長さを 5.3Å、小胞体 
膜の厚さを約 25.5Å とする。 

  
問４）脂肪酸およびその誘導体の生体内における役割を、それぞれ 30字以内で
3つ述べよ。 
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問題９（生物学）  
 
 
細菌のある超分子構造では、形態形成過程と構成遺伝子発現の階層性が一致し

ている。この超分子は、表層（内膜、外膜、ペリプラズム）を貫く複合体の細

胞外側にタンパク質 Zが重合して完成する（図１A）。構成タンパク質の遺伝子
群は、３つの転写階層(Class 1, 2, 3)からなるカスケードで制御され、Class 1遺伝
子にコードされた転写因子 Aが、表層複合体の構成因子 B, C, D, Eやシグマ因子
Xをコードする遺伝子など、Class 2に属する遺伝子群の発現に必須である。表
層複合体が発現し構築が完成すると、シグマ因子 X によって、細胞外部分を構
成する Zをコードする遺伝子など Class 3遺伝子群の発現が誘導される。その後
タンパク質 Z は表層複合体構造の内腔（穴）を通って先端に到達し、重合して
超分子構造が完成する。アンチシグマ因子 Yは、シグマ因子 Xに結合すること
で表層複合体の構築が完成するまで Class 3の発現を抑えている。 
	 塩基配列の解析から、Yをコードする遺伝子(geneY)は Class 3のプロモーター
を持ち、Class 3に属していることから、図 1Bのようなカスケードが提唱された。
しかし表層複合体が完成するまで X を抑制するには、Y が Class 3 だけでなく
Class 2プロモーターからも発現しなければならない。geneYの染色体上の配列を
見ると（図１C）、geneYは Class 2に属する geneB（表層複合体構成因子 Bをコ
ード）のすぐ下流に存在し、geneBの Class 2プロモーターから 1)単一転写単位と

して geneBと共発現していると考えられた。以下の問いに答えよ。 

 
 



	 

 

問１）下線部１のように、細菌のゲノムでは、複数の遺伝子が単一のプロモー

ターから一つの転写単位として発現していることがある。この転写単位のこと

を何というか？	  
 
問２）geneBの Class 2プロモーターから、geneB, geneYの２つの遺伝子が一つの
転写単位として発現する可能性を検証するために、染色体上で geneYに cat（ク
ロラムフェニコール・アセチルトランスフェラーゼ(CAT)をコードする遺伝子）
を融合させ、Y-CAT キメラタンパク質を発現する菌株を、表１に示す様々な遺
伝的背景において作成し、geneYの発現を CAT活性によりモニターした。なお、
融合によって Y のアンチシグマ因子活性は失われるが、キメラタンパク質は安
定で CATの機能に変化は無いものとする。表１の菌株のうち、geneYが Class 2
プロモーターのみから発現しているものはどれか。菌株名を理由とともに示せ。 
 
問３）表１の菌株４では、geneBにトランスポゾンMudlが挿入されている。こ
の株の geneY の発現は、野生株（菌株１）に比べて低下している。その理由を
説明せよ。なお、菌株４では geneBの翻訳産物は geneYの発現に関与しない。 
 
問４）表１において、geneYが発現していない菌株をすべて選び、それぞれなぜ
発現できなくなっているのか、Class 2, Class 3プロモーター活性を考慮して、理
由を説明せよ。 
 
問５）表層複合体の構築が完成すると、出来上がった複合体の内腔を通ってア

ンチシグマ因子 Yが細胞外に放出される。その結果、細胞内の Y濃度が低下し、
シグマ因子 Xが活性化されて Class 3遺伝子群が発現する。こうして細胞外部分
を構成するタンパク質 Z が発現し、Y と同じく複合体内腔を通って細胞外側で
重合し、超分子構造が完成する。この時、未重合の Zは培地中に放出される。 
	 様々な遺伝的背景をもつ菌株において、細胞外に Yと Zが放出されるかどう
かを調べるため、培養後に菌体を取り除いて得た培養上清液を濃縮し、

SDS-PAGE で解析した。Y または Z が放出されれば、クマシー染色したゲルに
おいてバンドとして検出される。以下の５つの菌株サンプルについて、Y と Z
のバンドは検出できるかどうか、それぞれ理由とともに答えよ。なお、ここで

は欠損した遺伝子は発現しないこととする。1, 野生株; 2, geneA欠損株, 3, geneB
欠損株; 4, geneY欠損株; 5, geneZ欠損株 
 
問６）Class 3遺伝子群の発現抑制が解除されるには、アンチシグマ因子 Yが細
胞外に放出されなければならない。Yの細胞外放出が、Class 3遺伝子群発現を
誘導するかどうか検証する実験を考案せよ。 
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問題１０（生物学）  
次の文章を読み、問に答えよ。 
	 次世代シークエンサーとは、従来のア）サンガー法（ジデオキシ法）に基づい

たシークエンサーと比較し飛躍的に高い処理能力を持つシークエンサーの総称

である。次世代シークエンサーを使った全ゲノムリシークエンス（Whole genome 
resequence）は、変異株の原因遺伝子を同定する強力な手段になると期待されて
いる。この解析を行うには対象の生物の全ゲノム配列（リファレンス配列）が

既に決定されている必要がある。その上で、変異株のゲノム DNAをシークエン
スし、得られた変異株の配列データをリファレンス配列と比較することで、変

異株のゲノム上でリファレンス配列とは異なる塩基（つまり変異）を発見する

ことができる。しかし実際には、ゲノム全体にわたって多数の変異が検出され、

どの変異が変異形質の原因となっているのか特定できないことがしばしばある。 
	 このような状況下で、ある研究者は一塩基多型（SNP）を利用して原因となる
変異を簡単に絞り込む方法を考案した。その方法の有効性を検証するために、

シロイヌナズナのある変異株を用いて以下に示す実験を行った。この変異株は

シロイヌナズナの Columbia（Col）株から分離された変異株で、劣性変異をホモ
接合で持つ。Col株に対して多数の SNPを示す株として Landsberg erecta（Ler）
株を用いた。Col株、Ler株共に全ゲノム配列は決定されている。 
実験  
１）変異株を野生型の Ler株と交配し、F1世代を得た。 
２）F1の自家受粉により F2世代を得た。 
３）F2世代のうち変異形質を示す500個体を1つに集めてゲノムDNAを抽出し、
ゲノム DNAプールを作製した。 

４）ゲノム DNAプールの DNAを超音波破砕により 50-100 bpに断片化し、個々
の断片の塩基配列を次世代シークエンサーで網羅的に決定した。以降、決定

した断片の配列を「リード」と呼ぶ。 
５）個々のリードに関して、Col株のリファレンス配列と比較して配列類似性が
最も高いゲノム上の

位置を同定した。個々

のリードをその位置

に表示した結果の一

部を抜粋したものが

が右図である。図のよ

うに、リファレンス配

列は多数のリードで

カバーされ、中にはリ
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ファレンス配列とは塩基配列が異なるリードも見られた。リードはゲノム全

体の 95％をカバーし、カバーされた領域におけるリード深度（ゲノム上の一
カ所あたりの平均リード数）は 50であった。 

６）Ler 型の SNP を含むリードが現れる頻度を全ゲノムにわたって解析し、グ
ラフを作成した。その結果、イ）4番染色体のみが明らかに他の染色体と異な
る結果であった。 

７）4 番染色体の相対位置 75（染色体全体を 100 とする）に位置する遺伝子 A
上に、全リードにおいて Col 株のリファレンス配列とも Ler 株のリファレン
ス配列とも異なる塩基を発見した。 

８）以上の実験で遺伝子 A が原因遺伝子である可能性が高いことが明らかにな
った。 

 
問１）下線部アのサンガー法（ジデオキシ法）の原理を説明せよ。 
 
問２）下線部イの 4番染色体のグラフとして最も適当なものはどれか。また、4
番染色体以外のグラフとして最も適当なものはどれか。それぞれ次の A～O か
ら選択せよ。ただし、多型マーカーは 1 kbpに 1つの頻度で存在し、組換えの頻
度はゲノム全体を通して均一であるものと仮定してよい。 

 



問３）遺伝子 A が原因遺伝子である可能性をさらに検証するにはどのような実
験を行えばよいか述べよ。 
 
問４）ある優性変異をホモ接合で持つ株を用いて、実験１－５を行った。優性

変異部位における変異型と野生型のリードの割合はどのようになると推測され

るか、理由を含めて答えよ。ただし、この変異株の発芽率や生育は正常である

ものとする。 
 
問５）変異の同定を目的とする実験以外においても、次世代シークエンサーを

使うことで従来の実験手法がより強力なものとなる。クロマチン免疫沈降

（ChIP）法と次世代シークエンサーを組み合わせた ChIP-Seq法もその一つであ
る。まず、ChIP法の原理について説明せよ。その上で、従来の方法（ChIP-PCR）
と比較して、次世代シークエンサーを使うとどのように強力になるのか述べよ。 
 



（次ページに続く）	 
 

問題  １１（生物学）  

 

タンパク質と核酸の構造と相互作用を解析するために行った以下の二つの実験

に関して、問１）〜問３）に答えよ。	 

	 

実験１	 

	 ある転写因子の DNA 結合ドメインを大腸菌で大量発現して精製し、この転写

因子が特異的に認識する標的塩基配列を含む二本鎖DNAとの複合体を結晶化し、

重原子同型置換法により結晶構造を解いた（図１）。この転写因子の DNA 結合ド

メインはαヘリックス構造をもち、N 末端側の塩基性アミノ酸に富む領域で

(a)DNA の major	 groove に結合していた。また、この転写因子の DNA 結合ドメイ

ンの C末端側の領域は(b)特徴的な反復配列(heptad	 repeat)をもち、coiled-coil

構造をとり２量体化していた。	 

	 

図１	 結晶構造	 

	 

実験２	 

	 実験１で結晶化に用いた DNA と DNA 結合ドメインを用いて、遠紫外円偏光二

色性(CD)スペクトルを(a)DNA のみ、(b)DNA 結合ドメインのみ、(c)DNA	 +	 DNA 結

合ドメイン、の３条件で測定したところ、それぞれ図２a,b,c のような CD スペ

クトルが得られた。	 



	 

図２	 CD スペクトル。測定条件は、	 a,	 17	 µM	 DNA のみ、	 b,	 34	 µM	 DNA 結合ドメイン
のみ、	 c,	 17	 µM	 DNA	 +	 34	 µM	 DNA 結合ドメイン	 であり、d は c から「a と b の和」を
差し引いた差スペクトルである。（Weiss,	 M.A.,	 et	 al.	 (1990)	 Nature	 347,	 575-578
より改変。）	 

	 

問１）下線部(a)に関連して、一般に、転写因子など DNA 結合タンパク質が、DNA

の二重らせん構造を開いて壊さなくても、DNA の major	 groove と相互作用する

ことによって、DNA の塩基配列を読み取る（特異的に認識する）ことができるの

はなぜか、塩基対の構造に基づいて説明せよ。	 

（ヒント：下の図は DNA を構成する４種類の塩基の構造式である。）	 

	 

	 

問２）下線部(b)に関して、	 

（１）一般に、coiled-coil 構造がどのような相互作用によって安定化されてい

るか、説明せよ（heptad	 repeat の意義に言及すること）。	 

（２）この転写因子が溶液中でも２量体として DNA に結合するかどうかを検証

するには、どのような実験をすればよいか。	 

	 

問３）実験２の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。	 



（次ページに続く）	 

 

問題  １２（生物学）  
 
生命活動にとってイオンの役割は重要である。以下の問１）〜問３）に答えよ。 
 
問１）次式のように、水中でのイオンの移動度 µ は、イオン半径 a と溶液の粘

性率 ηに依存する。 

 
（１） 第一族のアルカリ金属イオンに注目すると、原子番号が増えると移動度

が増加する傾向にある。その理由について説明せよ。 
（２） 表１に示したように、式１では説明できないほどプロトンの移動度は高

い。その理由を説明せよ。 
（３） （１）と関連して、K+イオンチャネルは、K+に選択的で、Na+をほとん

ど透過することが出来ない。イオンチャネルの空隙が狭い（~0.3 nm程
度）ことにも着目して、Na+が透過出来ない理由を説明せよ。 

 
 
問２）細胞内外には、イオンの濃度差に起因する膜電位差 Δφが存在する。 
 
（１）細胞外の Na+の濃度が、細胞内の１０倍である場合の、300 Kでの平衡膜

電位を計算せよ。ただし、細胞内外でのモルギブスエネルギー差 ΔGmは、

次式で表され、ln0.1 = -2.3, R = 8.3 J K-1 mol-1, F = 9.6 x 104 C mol-1, 1V = 
1 J C-1, zはイオンの価数とする。 

 
（２）細胞外の Cl-の濃度が、細胞内の濃度の１０倍であり、かつ、Δφ = + 50 mV

のとき、細胞膜を通しての Cl-イオンの輸送は吸エルゴン的か、発エルゴ
ン的か理由も含めて答えよ。     

 



問３）次の図は、細胞内での Ca2+濃度の可視化に用いられる蛍光共鳴エネルギ

ー移動を模式図で示したものである。CFP、YFP はそれぞれ青色、黄色
蛍光タンパク質を表す。また、カルモジュリンには Ca2+結合能がある。

M13 ペプチドは、カルモジュリン依存性酵素の１つである骨格筋ミオシ
ン軽鎖キナーゼに由来する２６アミノ酸のペプチドを示す。 

 
 
（１）この方法で Ca2+濃度をモニター出来る原理について、以下の語句を全て

用いて説明せよ。 
 
[語句：Ca2+結合、コンパクトな構造、距離、吸収スペクトル、蛍光スペ

クトル、双極子モーメントの配向] 
 
（２）振動数 ν, ν ’の大小関係について答えよ。また、その理由について、以下

の語句を全て用いて説明せよ。 
 
 [語句：電子基底状態、電子励起状態、エネルギー差] 
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