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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 12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。 

 
［以下、特に重要］ 

3. 問題は全部で６問ある。そのうちから３問を選んで解答せよ。４問以上に解答した場

合には全ての答案が無効となる。 
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III）・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］ 
 
次の文を読み設問（１）～（１０）に答えなさい。 
 
東京大学大学院理学系研究科の修士課程に入学したA君は、発生分化にかかわる新
規遺伝子G3 の完全長cDNAをクローニングし、塩基配列を調べたところ 1200 アミノ
酸をコードするORFを見出した。A君は、G3 cDNA依存的に、1200アミノ酸からなる
G3 タンパク質ができることを期待しながら、同じ生物から作った無細胞タンパク質
合成系にG3 cDNAの適切なin vitro transcription (a) 産物を加え、in vitro translation実験を
行ってみた。ところが、A君の予想に反して、その反応液には、1200アミノ酸からな
るG3 蛋白質は、検出されず、代わりに、アミノ酸 800 及び 400 からなる新規タンパ
ク質G31とG32が、１：１のモル比で見出された。この結果を見た、先輩のB君は、A
君の塩基配列決定に何か間違いがあったのか、in vitro translationの過程で蛋白質が抽
出物中のタンパク質分解酵素によって二次的に切断をうけてしまったか、あるいはin 
vitro transcription産物が分解したかのいずれかの結果である (b) と推論し、A君の技術
もまだまだであると揶揄した。 

A君は、この判定が、とても悔しかったので、もう少ししつこく研究を続けてみる
ことにした。まず、２つのポリペプチド G31 と G32 をそれぞれゲルから切り出し、
そのアミノ酸配列を調べてみた。その結果、G31ポリペプチドは、予想 G3タンパク
質の N末端側 300 アミノ酸及び C末端側 500 アミノ酸から成っており、G32 ポリペ
プチドは、予想 G3タンパク質のそれ以外の配列（中間部分の配列）からなっている
ことが分かった。尚、別途行った実験から、遺伝子 G3の一つの ORFから 2つのポリ
ペプチド鎖 G31, G32が、互いに独立の translation反応で生じる可能性が、ないことが
分かった。 
これらの結果は、先輩のB君が指摘した 3 つの可能性は、いずれも不適切であるこ
とを強く示唆している。熟慮の後、A君は、1200 アミノ酸からなるG3 タンパク質が
まず最初に生じ、その後何らかの方法で素早い分子内再編が起こり、2つのポリペプ
チドG31, G32が生じたのではないかとの考えに至った。そしてそれを、研究室のセミ
ナーで発表した。研究室セミナーでのA君の発表が終わったときに、指導教官である
C教授から、非常に興味深い結果で、よく頑張ったけれど、G3タンパク質は、既に知
られている、Wと呼ばれるプロセス (c) に類似した機構で分子内再編を受けている可
能性が高いのではないかということ、また、そうであるとすると、当該タンパク質か

ら由来する中間及び最終産物は、いずれも 2つの切断点S1, S2で分離される 3つの断
片（N末から、順にA, B, C）の組み合わせからなっていると期待されること、及びそ
の反応では、切断点に位置しているアミノ酸の側鎖のSHあるいはOHが、重要な役割
を果たしているであろうことが、指摘された。 
セミナーの後で、A君は、予想された切断点 S1, S2近傍のアミノ酸配列を精査し、

G3タンパク質に 2つしかない Cys残基が、一つずつ S1, S2の C末側の最初のアミノ
酸であることを見出した。尚、Cys-S1の N末側の最初のアミノ酸は Gly、Cys-S2の N
末側の最初のアミノ酸は Asnであった。そこで、これらの Cys残基（Cys-S1, Cys-S2）
が、G3再編に必須なアミノ酸側鎖を提供していると考え、それぞれの Cysを、in vitro 
mutagenesisにより Alaに改変し、in vitro translationによりその変異の効果を調べた。
その結果、１）Cys-S1を Alaにかえると、G3相当のポリペプチド鎖のみが生じるこ
と、２）Cys-S2 のみを Ala に変えると、成分 X に対する濃いバンドが電気泳動で検
出され、そこに高濃度の 2-メルカプトエタノールを加えると、Xは消失し、アミノ酸
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300とアミノ酸 900のポリペプチド鎖が、モル比１：１で検出されること、また、３）
Cys-S2の N末側アミノ酸の Asnを、Alaに変えると、Xと異なる、新たな成分 Yが
主成分として検出されることが分かった。 
これらの結果を踏まえ、Xと Yを反応中間体と仮定して、A君は、G3タンパク質
の再編機構を次のように推論した。１）Cys-S1を Alaに変換すると再編が起こらない
ので、反応の第一ステップは、Cys-S1の SH基による Gly, Cys-S1間のペプチド結合
カルボニル基への攻撃と NH 基との交換である。２）Cys-S2 変異で生じた X が、2-
メルカプトエタノールの作用でアミノ酸 300の断片、断片 Aを生じたことから、Xが
第一ステップの反応中間体に違いない。また、３）Cys-S2変異で、Xが蓄積すること
から、第二のステップは Cys-S2 による上記カルボニル基への攻撃と、それによる
Cys-S1の Sと Cys-S2の Sの交換反応であろう。４）ここで生じる中間体は恐らく Y
で、Yが更に変化するのに Cys-S2の N末側の Asnが必要である。５）この第三ステ
ップでの Asnの働きが、Cysと類似しているとすると、Asnの側鎖のアミノ基が、カ
ルボニル基を攻撃して Asn-Cys-S2 間のペプチド結合を切断するとするのが自然であ
り、またこれにより Asn は、環状化すると予想される。６）第四のステップで断片
A, C間の結合がペプチド結合に戻る。尚、第四ステップを除く上記反応の推進には、
G32のアミノ酸配列の存在が必須であった。 
 
（１）アミノ酸の平均分子量を 128としたとき、1200アミノ酸からなるタンパク質の

分子量は、およそどれくらいか。 
 
（２）下線部(a)について。ここで示されている in vitro transcriptionとはどの様にして

行われたと考えられるか。考えを述べよ。 
 
（３）G3, G31, G32間の構造的関係を模式的に示せ。 
 
（４）下線部(b)について。これら先輩 B君の指摘は何故不適切なのか。説明せよ。 
 
（５）下線部(c)について。Wプロセスとは何を指すのか、答えよ。 
 
（６）Cysの化学構造を示せ。 
 
（７）Xの構造を模式的に示せ。但し、A, B, C断片間の化学結合の様子がわかるよう

にすること。また、Xには、N末端はいくつあるか。C末端はいくつか。 
 
（８）Yの構造を模式的に示せ。但し、A, B, C断片間の化学結合の様子がわかるよう

にすること。また、Yには、N末端はいくつあるか。C末端はいくつか。 
 
（９）第三ステップで生じた環状の Asn残基の構造を示しなさい。 
 
（１０） 第四のステップで A, C間に正常なべプチド結合が生じると考えられるが、

そのメカニズムを述べなさい。 
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［第２問］ 
 
次の文を読み設問（１）～（５）に答えなさい。 
 
多くの生物でゲノムの全遺伝子配列が明らかにされ、遺伝子機能の解明がこれから

の生物学の大きな課題となっている。遺伝子機能の解析には様々な手法が使われるが、

免疫や神経など、高次の生命現象に関わる遺伝子機能の解析には直接個体を対象とし

た研究が必要である。近年、このような研究にトランスジェニックマウスやノックア

ウトマウスが非常に重要な役割を果たしている。 
トランスジェニックマウスは前核期の受精卵の核に DNA を注入して作製するもの
で、注入された遺伝子は染色体上のランダムな位置に挿入される。また、通常導入す

る遺伝子は、自分が発現させたいと思う遺伝子を適当な遺伝子の発現制御領域に結合

し、作製する。このようにして作製されたトランスジェニックマウスは、導入遺伝子

を内在性遺伝子と同じように子孫に遺伝することが知られている。 
また、全能性を持つ胚性幹細胞（ES細胞）が樹立され、この ES細胞と８細胞期胚
を凝集させたり、あるいは胚盤胞内に注入することにより、キメラマウスを作製する

ことができる。ノックアウトマウスは、ES 細胞の標的遺伝子を突然変異を持つ外来
性の遺伝子と相同遺伝子組み換えにより置換した後、正常胚に戻し、キメラマウスを

作製する。 
 
（１）A君はある遺伝子を導入したトランスジェニックマウスを作製した。導

入された遺伝子の状態を調べるために、このマウスから抽出した DNA
を用いて、導入遺伝子の全長をプローブとして、サザンブロットハイブ

リダイゼーションを行った。その結果、導入遺伝子を一カ所で切断する

制限酵素（E）を用いて切断したところ、３本のバンドが得られた。こ
のうち中央のバンドの長さは導入した遺伝子の長さに対応した。また、

このバンドの濃さからこのバンドに対応する遺伝子領域は、ゲノムあた

り２コピー存在する事が分かった。予想される導入遺伝子の存在状態を

図示し、３本のバンドの由来が分かるように Eの位置を示しなさい。た
だし、制限酵素サイト Eは導入遺伝子の５’末端近くにあるものとする。 

 サ
ザンブロットハイブリダイゼーションの結果 
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（２）得られたマウスについて、種々の臓器から全 RNA を抽出し、ノザンブ
ロットハイブリダイゼーション法により、各臓器ごとの遺伝子発現の強

弱を比較することにした。しかし、一部の臓器では発現が弱く、バンド

が検出できないものがあった。そこで RT-PCR法により、遺伝子発現の
程度を検討することにした。RT-PCR 法の原理、実験法を簡潔に述べ、
このように定量的な実験目的で用いる場合の注意点を述べなさい。 

 
（３）３つのエキソンからなる遺伝子の第２エキソンを完全に欠失させたノッ

クアウトマウスを作製した。第２エキソンには翻訳開始点があることが

分かっている。ところが、このマウスを調べたところ、正常より分子量

が小さい蛋白質ができていることが分かった。このような蛋白質ができ

るメカニズムとしてどのようなことが考えられるか。 
 
（４）トランスジェニックマウスを作製したとき、外来性遺伝子の挿入により、

宿主の遺伝子が突然変異を起こす場合があることが知られている。この

ような宿主遺伝子の変異による表現型と、導入した遺伝子そのものによ

る表現型とを区別するにはどの様な実験が考えられるか。 
 
（５）トランスジェニックマウスによる遺伝子機能解析は、特定遺伝子を発現

させ、その表現型を観察するのに対し、ノックアウトマウスでは特定の

遺伝子の機能を失わせることによる影響を観察する。ある遺伝子のトラ

ンスジェニックマウスを作製したところ、発現臓器で炎症が引き起こさ

れることが分かった。しかし、この遺伝子を完全に欠損したノックアウ

トマウスを作製しても、見かけ上異常は認められなかった。この遺伝子

の機能を推察し、さらにこの遺伝子の役割を明らかにするための実験を

記せ。 
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［第３問］ 
 
次の文を読み設問（１）～（５）に答えなさい。 
 
細胞は様々な形で存在しているが、その形の決定にはアクチン線維の形が重要な役

割を果たす。細胞内でのアクチン線維の形は大きく、フィロポデイア（糸状仮足）、

ラメリポデア（葉状仮足）、ストレスファイバーに分けられ、これらの組み合わせに

より様々な形をつくると考えられる。 
一方、単量体型のアクチンはそれだけで自然に重合し線維状のアクチンへと変化す

る性質を持つ。その際、アクチン重合は２段階の機序に分けられる。１段階目が単量

体型のアクチンを核化してアクチンの重合核を作る段階(a)、２段階目が単量体型のア
クチンの量に比例して、アクチン線維を伸ばす段階(b)（図にその様子を示した）であ
る。しかし重合が進んで単量体型のアクチンの量が減少すると、もはや重合は起こら

なくなる。この時の単量体型のアクチンの濃度をcritical concentration (Cc)という。ア
クチン線維は両方の端〔図参照〕から伸びることはできるが、その重合速度は反矢尻

端と矢尻端とで異なる。典型的な重合（kon）および解離（koff）速度定数は反矢尻端
でkon = 5 mM-1s-1, koff = 1 s-1, 矢尻端でkon = 0.1 mM, koff = 0.2 s-1と計測されている。 
 
 

図

 
 
（１）アク

子量

ような

 

 

チンの形（糸状仮足、葉状仮足、ストレスファイバー形成）は低分

G蛋白質によって支配されている。これら低分子量 G蛋白質はどの
機序で活性化、不活性化されるのか？ 
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（２）どのような低分子量 G 蛋白質が（A）糸状仮足、（B）葉状仮足、（C）
ストレスファイバー形成を各々制御しているのか具体的な名前を１つず

つ挙げなさい。 
 
（３）単量体アクチンが重合する際、どのような重合曲線を示すか、横軸を時

間とし、縦軸を重合したアクチン量として定性的に図示しなさい。 
 
（４）反矢尻端および矢尻端での Ccを求めなさい。 
 
（５）このような反矢尻端および矢尻端での重合速度の違いが細胞内でのアク

チンの伸びにどのような意味を持つと思われるか？ 
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［第４問］ 
 
次の文を読み設問（１）～（７）に答えなさい。 
 
遺伝的組換えは遺伝情報の維持及び多様化に大きな役割を果たしていると考えら

れている。この組み換えには、相同組み換え（homologous recombination）や部位特異
的組み換え（site specific recombination）などが知られている。部位特異的組み換えは
様々な形で生体が利用しているが、人為的に染色体を操作することにも利用されてい

る。 
 
（１）部位特異的組み換えの特徴は何か、相同組み換えと対比させて述べよ。 
 
（２）大腸菌のタンパク質 recAは相同組換えに重要な役割を果たすことが知ら

れており、そのホモログはマウスやヒトにも存在する。recA の相同組換
えに果たす主要な生化学的な機能について述べよ。 

 
（３）相同組換えの中間体と考えられる Holiday junctionの構造を図示せよ。 

２つの相同な DNAにおいて遺伝子 Aと B、及び aと bの間で一方の DNA
鎖を交換していると仮定し、それぞれの DNA鎖の方向（5’, 3’）が分かる
ように図示せよ。この構造においてどこが切断されれば、図のような組換

え体が生じるか。切断点を矢印で示せ。なお、Aと a、Bと bは対立遺伝
子とする。 
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（４）発現遺伝子の選択に部位特異的組み換えが利用されている例がサルモネ

ラ菌で知られている。サルモネラ菌の鞭毛のタンパク質であるフラジェ

リンは、H1 と H2 との２種類があり、個々の細胞ではこのうち一方だけ
が発現されている。これらをコードする mRNAは別々のプロモーターか
ら転写される。また、H1遺伝子の転写を抑える H1 represserの遺伝子は
H2遺伝子の下流にあり H2遺伝子と共に転写される。H2の発現を制御す
るプロモーターの向きが部位特異的組み換えにより逆転する結果、発現

するフラジェリンが変化することになる。なぜ個々の細胞では H1/H2 の
一方だけが発現されることになるのか説明せよ。 

 
（５）プラスミドやウイルスなどの持つ部位特異的組換えシステムが、ショウ

ジョウバエやマウスなどの染色体を人為的に操作することに利用されて

いる。例えば、バクテリオファージ P1の組換え酵素 Creは、約 30 bpか
らなる 2つの loxP配列を認識し、これらが同じ向きの場合は loxP間の領
域を欠失させる。このシステムを使えば人為的に遺伝子発現を調節する

システムが構築できる。このシステムを用いて、遺伝子 A の発現を一部
の細胞だけで offにしたい。どの様に遺伝子操作すればよいか述べよ。な
お、発現の誘導が自由にコントロールできるプロモーターが利用できる

とする。また、このシステムを用いて、遺伝子 A の発現を一部の細胞だ
けで onにするにはどうしたらよいか。 

 
（６）2つの loxP配列の向きを逆向きにした場合、Creによる組み換えの結果は

どうなると考えられるか。また、この方法で人為的に遺伝子発現を on / off
するにはどうすればよいか、この場合の問題点と共に述べよ。 

 
（７）この様に外来の部位特異的組換えシステムにより人為的に遺伝子発現を

コントロールする方法の特性を、発現の誘導が自由に制御できるプロモ

ーターを用いてコントロールする方法と対比して述べよ。 
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［第５問］ 
 
以下の設問（１）～（４）に答えなさい。 
 
（１）ある生物中にカルシウム結合タンパク質 Aを見いだした。一般にタンパク質を

精製しようとするときに用いるカラムクロマトグラフィーを４種類あげ、それ

ぞれの方法でどのように分離されるか説明しなさい。 
 
（２）タンパク質 A がカルシウムを結合することはどのようにして証明することが

できるか、述べなさい。 
 
（３）タンパク質 Aのカルシウム結合定数を決めたい。どのようにしてカルシウム結

合定数を求められるか、方法を２種類あげ、それぞれの長所と短所について述

べなさい。 
 
（４）カルシウム結合モチーフにはどのようなものがあるか、１種類名前をあげ、数

行程度で簡潔に説明しなさい。また、カルシウム結合モチーフを有するタンパ

ク質の生理的役割を１つあげ、そのタンパク質の細胞内局在性と関連づけて述

べなさい。 
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［第６問］ 
 
次の文を読み設問（１）～（４）に答えよ。 
 

S さんの研究テーマは、実験動物 Hopscotch の中枢神経の発生メカニズムを調べる
ことである。Hopscotchは最近実験動物として注目されるようになった生物であるが、
ライフサイクルが３日間と短く、交配も容易であり、遺伝学の材料としても優れてい

る。Hopscotch の雄の染色体構成は性染色体 X／Y と常染色体 C1／C1 で、雌は性染
色体 X／Xと常染色体 C1／C1である。 
 
（１）Hopscotch の野生型は青い眼を持っているが、青い色素が合成できない

白い眼の突然変異 white eye (why)が知られている。whyの雄と野生型の
雌を交配すると、その子孫（F1）の眼は雄、雌ともに全て青い野生型の
表現型を示した。次に F1 の雄雌同士を交配するとその子孫の雌の眼は
全て青色であったのに対して、雄では、青い眼と白い眼がほぼ半数とな

った。whyはどの染色体にコードされているか答えよ。 
 
（２）Sさんは、初期胚に DNAを顕微注入することによってトランスジェニッ

ク Hopscotch を作成したいと考えた。顕微注入した胚から発生した個体
の中から外来遺伝子を組み込んだトランスジェニック Hopscotch を容易
に識別するためにはどのような工夫をしたらよいか、考えられる方法を

３つ答えよ。 
 
（３）Hopscotchはゲノムサイズが小さく、ヒトの 1/10程度である。Hopscotch

ゲノムプロジェクトにより明らかにされた配列を調べると約15,000種の
遺伝子を持ち、これはヒトの 1/3 から 1/2 に相当する。両者の相同遺伝
子の産物の大きさには差がみられなかった。このことから Hopscotch と
ヒトのゲノム構成にどのような違いがあると推測できるか、可能性を２

つ答えよ。 
 
（４）Hopscotch の突然変異 notarazu (ntz)は中枢神経の数が顕著に減少する劣

性致死の変異である。同じく劣性致死の変異である noamari (nam)の個体
では逆に中枢神経の数が顕著に増加している。Sさんが ntz と namの２
重変異体を作ったところ、その表現型は namと同じであった。この結果
から、ntz と nam の遺伝子産物の作用メカニズムを考察し、最も簡単と
思われるモデルを答えよ。 

 
なお Hopscotchは架空の動物である。 
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草稿用紙 （切り離さないで用いること） 
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