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［注意事項］ 

1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子をひらいてはならない。この冊子は、表紙

および草稿用紙１枚を含めて計８頁からなる。 
2. 解答には、必ず黒色鉛筆（または黒色シャープペンシル）を使用すること。 
3. 問題は全部で３問ある。その３問全てに解答せよ。 
4. 答案用紙は、各問につき１枚、合計３枚配布してあるから、確実に配布されているこ

とを確かめること。 
5. 各答案用紙の所定欄に、科目名（問題群 II）・問題番号・受験番号および氏名を必ず

記入すること。 
6. 解答は、各問ごとに所定の答案用紙を使用すること。 
7. 答案用紙は、採点の際、点線で切り取られるので、裏面も使用する場合には、点線の

上部を使用しないこと。 
8. 答案用紙には、解答に関係ない文字、記号、符号などを記入してはならない。 
9. 解答できない場合でも、答案用紙に科目名・問題番号・受験番号及び氏名を記入して

提出すること。 
10. 答案用紙を草稿用紙に絶対使用しないこと。（草稿用紙は問題より後ろの頁にある。

また問題冊子の余白は自由に使ってよい。） 
 
 
 
 
 
 
この問題冊子は試験終了後に回収します。以下の欄に受験番号と氏名を記入しておくこと。 
 

受験番号  氏 名  
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［第１問］ 
 
酵素反応に関する次の文を読み、問題（１）～（６）に答えよ。 
 

cyclic guanosine 3',5'-monophosphate（以下 cGMPと略）を加水分解する酵素である
cGMP-phosphodiesterase（以下 cGMP-PDEと略）は、次の反応を触媒する。 
 

cGMP－ ＋ H2O       5'-GMP2－ ＋ H+

 
いま適正な条件を設定し、この酵素の活性をpHメーターを用いて測定しようとした。
まず 2種類の異なる細胞からcGMP-PDEを精製し、それぞれを、1mM MgCl2を含む低

濃度のTris-HCl緩衝液（pH 8.0）に溶解した。以下、この２種類のcGMP-PDE溶液をA
とBと呼ぶが、下図のグラフaとbは、それぞれ溶液AとBを 30℃に保ちながら、それら
のpHを連続測定し、横軸の時間 0（分）の時点で終濃度 1mMとなるようにcGMPを添
加した場合のpH変化の経時記録である（溶液AとBいずれもcGMP添加後の溶液量は
10ml）。図のpH変化を見ると、いずれの場合も反応開始 2分後ぐらいから単位時間あ
たりのpH変化量が低下しているが、6分後にもう一度、終濃度1mMとなるようにcGMP
を添加すると溶液Aでは再び急激なpH変化が観察された。なお、溶液AとBの
cGMP-PDE活性は、いずれも 5'-GMPに影響されないと仮定し、cGMPの添加に伴う反
応溶液の体積変化は無視できるほど小さいものとする。 
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＜問題＞ 
 
（１）この実験では、なぜ低い濃度の緩衝液（Tris-HCl）を使ったと考えられるか、

その理由を考察せよ。 
 
（２）図のpH変化から酵素反応速度を推定する場合、反応で生成するH+量（濃度）

とpHとの間に近似的に比例関係が成立していることを示さなくてはいけない。
そのためにはcGMP添加後、充分な時間が経過してpH変化がほとんど見られな
くなったことを確認した後、各溶液に少量の 1N NaOHを一定量ずつ加えてゆ
き、そのたびにことを確認すればよい。（ア）に入るべき適切な文節を記せ。 

 
このことが確認できたとして、以下の問いに答えよ。 
 
（３）反応開始 6分後に溶液 Bに終濃度 1mMとなるように cGMPを添加した時、b1

のような pH変化を示したと仮定する。この場合、溶液 Bの cGMP-PDEの性質
として考えられることを記せ。 

 
実験の結果、pH変化は b1ではなく b2であったとして、さらに以下の問いに答えよ。 
 
（４）溶液 Bにおいて反応開始 4分後の cGMP濃度を推定せよ。その時点での反応速

度は反応開始直後の反応速度の何%程度であるか。 
 
（５）（４）のような解析を細かく行うと、この実験から溶液BのcGMP-PDEのVmaxと

Km値を推定することができる。その解析方法を簡潔に述べよ。 
 
（６）溶液AとBのcGMP-PDEの酵素反応論的性質の違いを考察し、この測定条件下で

両者のVmaxとKmそれぞれが相対的に、どのような関係にあるかを議論せよ（A
とBのVmaxとKmを実際に計算で求めなくて良い）。 
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［第２問］イオンの輸送に関する次の文を読み問題（１）～（７）に答えよ。 
 
生体は細胞内外のイオン勾配を維持するために、ATPのエネルギーを使ってイオン
を輸送している。Na+K+ポンプ（Na+K+-ATPpase）は、1 個のATPの加水分解あたり、
細胞内に 2個のK+を取り込み、細胞外に 3個のNa+を排出する。それに伴う自由エネ

ルギーの変化ΔGを計算してみよう。 
一般に化学反応 
 

A ＋ B → C ＋ D    ----  (a) 
 
に伴う自由エネルギーの変化は、平衡状態のとき 
 

ΔG = －RT ln([C][D] / [A][B])   ----  (b) 
 
で与えられる。但し、Rはガス定数(1.99 cal mol-1deg-1)、Tは絶対温度、lnは自然対数で
あり、[A]は、物質Aのモル濃度（活量）を表す。 
これから、たとえばNa+ 1モルを細胞の内から外に運搬するときの自由エネルギー
の変化は、膜電位の効果も考えて、 
 

ΔG  =  [Na+の細胞内外の濃度に依存した項] + Z・FΔΨ ----  (c) 
 
で与えられる。ここで、Zは運搬されるイオンの電荷（この場合Na+なので１）、Fは
ファラデー定数（23.1 kcal V-1mol-1）、ΔΨは膜電位である。今、温度 37℃、細胞内
ではNa+が 10 mM、K+が 100 mM、細胞外ではNa+が 140 mM、K+が 5 mMとする。ま
た、膜電位は 0.07 V（細胞質側が負）とする。但し、以下の計算では、 ln 2=0.693,  ln 
7 = 1.95,  ln 10 = 2.30,  ln 14 = 2.64,  ln 20 = 3.00としてよい。 
 
＜問題＞ 
 
（１）生体は細胞内外のイオン勾配を何のために維持しているのか、３行以内で述べ

よ。 
（２）(c) 式の［Na+の細胞内外の濃度に依存した項］は、ガス定数Rを使ってどう書

けるか。 
（３）3モルのNa+を運搬するのに必要なエネルギーはいくらか。 
（４）2モルのK+を運搬するのに必要なエネルギーはいくらか。 
（５）（３）と（４）で求めたエネルギーが大きく違うのは何故か。 
（６）ATPの標準自由エネルギーは 7.3 kcal/mol（pH 7）である。Na+K+ポンプのエネ

ルギー利用効率はおよそ何%か。 
（７）（６）で求めた効率が 100%を超えるのは何故か。 
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［第３問］ 
 
細胞周期制御に関する次の文を読み、問題（１）～（５）に答えよ。 
 
哺乳類の細胞周期においてG2 期からM期(a)への移行を制御しているプロテインキ

ナーゼ複合体であるMPF (maturation promoting factor) は、調節サブユニットとしての
サイクリンB (cyclin B) とキナーゼ活性を持つ触媒サブユニットとしての
（  A  ）から構成されている。MPFは細胞内の種々のタンパク質をリン酸化す
ることにより、細胞をM期に移行させる。MPFによりリン酸化されるタンパク質のい
くつかは細胞の核内に存在し、MPFが核内で働くことがM期への移行に重要であるこ
とがわかっている。以下の一連の実験はサイクリンBファミリーの一員であるサイク
リンB1タンパク質のCRSと名付けられた部分の機能について検討したものである。 
まずサイクリン B1のリン酸化状態を調べたところ、図 1でドットをつけた CRS領

域内の 4つのアミノ酸残基がリン酸化を受けることが分かった。 
 
図 1 サイクリン B1タンパク質の一次構造。 

 

 
これらのアミノ酸残基がリン酸化あるいは脱リン酸化された状態（その荷電状態）

を模倣するために、サイクリン B1の cDNAに人為的に変異を導入し、これらの 4つ
の S（Ser）をすべて Alaまたはすべて Gluに変えたものを作製した。変異を導入した
サイクリンをそれぞれサイクリン B1-Ala, サイクリン B1-Gluと呼ぶ。これらの cDNA
をもとに試験管内で mRNA を合成し、これをアフリカツメガエルの卵細胞（第一減
数分裂の G2期で停止している）に注入した。注入後の時間を追ってM期へ進行した
卵細胞の割合をプロットした（図２）。サイクリンの mRNA を注入すると、注入さ
れた mRNAから合成されるサイクリンによってMPF活性が上昇し、M期への移行が
起こることが知られている。 
 

図２ アフリカツメガエルの卵細胞に正常型

または変異型のサイクリン B1 mRNAを注
入し、注入後の時間経過を迫って M 期へ

進行した卵細胞の割合を測定した結果。

（注：正確にはアフリカツメガエル卵細胞は第

一減数分裂前期で停止しており、この実験では

中期への移行を観察しているが、本文中では簡

単のため G2→Mの移行とした。） 
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この結果からサイクリンB1のこれら 4つのSer（の一部または全部）のリン酸化状
態がサイクリンB1 の機能に影響を与えることが示唆された。別の実験で、細胞内の
サイクリンB1 のリン酸化状態が細胞周期の各ステップで変化することが確かめられ
た。(b)

一方、培養細胞を用いて、細胞周期におけるサイクリン B1 の細胞内局在の変化を
抗サイクリン B1 抗体を用いた染色により調べた。その結果、次の図３のようにサイ
クリン B1は G2期からM期の前期にかけて細胞内局在が変化し、前期には核内に蓄
積することがわかった。 

 

図３ 細胞周期におけるサイクリン

B1の細胞内局在の変化。 
サイクリンB1に対する抗体によ
り細胞周期の各時期の細胞を染

色した結果。 

 
図３の実験で用いた変異サイクリン B1 の細胞内局在を調べるため、エピトープタ
グ（短いペプチド）をコードする配列を付加したサイクリン B1, サイクリン B1-Ala, 
サイクリン B1-Gluの cDNAをそれぞれ発現ベクターにつなぎ、細胞にトランスフェ
クションにより導入して発現させた。導入したそれぞれのサイクリンの G2期および
M期前期における細胞内局在をタグに対する抗体を用いて調べたところ、次の図４の
ような結果が得られた。 
 
 

図４ 
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＜問題＞ 
（１）下線部(a)について。細胞周期の M 期は顕微鏡下で観察できる核膜、染色体、

紡錘体などの状態を指標に前期、前中期、中期、後期、終期に分けられる。前

期、中期、後期のそれぞれの時期における染色体（あるいはクロマチン）の状

態を説明せよ。 
 
（２）本文中 Aの空欄に当てはまる最も適当な語を答えよ。 
 
（３）下線部(b)について。培養細胞の細胞周期でのサイクリン B1のリン酸化状態の

変化を調べるにはどのような方法を用いたらよいか。実現可能な実験方法のひ

とつについて、５行程度でその手順を説明せよ。ただし、細胞周期の各時期の

細胞を集めることが必要であれば、この部分の手順については省略してよい。 
 
（４）サイクリンB1 のCRS領域の機能について、図２の結果だけから考察すると少

なくとも以下のア、イ、ウの可能性が考えられる。ア、イ、ウの｛ ｝内のa、
bのうちからそれぞれ適切なものを選べ。MPFが核内で働くことがM期への移
行に重要であることに留意せよ。 

 
ア． CRS はサイクリンの分解のシグナルとなっている。｛a．リン酸化された 

b．脱リン酸化された｝CRSを持つサイクリンタンパク質は分解される。 
イ． CRS はサイクリンタンパク質の核移行を導く。ただし｛a．リン酸化され

た b．脱リン酸化された｝ときのみその機能を持つ。 
ウ． CRSは核外移行シグナルとして働く。ただし｛a．リン酸化された b．脱

リン酸化された｝ときのみその機能を持つ。 
 
（５）（４）のア～ウの可能性のうちで、本文に挙げた実験結果のすべてと矛盾しな

いものを２つ選べ。 
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草稿用紙 （切り離さないで用いること） 
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