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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 2枚を含めて計 10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］ 
 
酵素 Aの生化学的性質を調べたところ、以下のことが明らかとなった。 

(a) 酵素 Aは酸化還元酵素であり、次の反応を触媒する。 

 FMN + NADH + H+  →  FMNH2 + NAD+

(b) 酵素 Aは 220残基のアミノ酸からなるサブユニットが２個で構成するダイマー酵
素である。 

(c) 酵素 Aは、FMN（フラビンモノヌクレオチド）を基質とするだけでなく、補欠分
子族として FMNをサブユニットあたり１分子結合している。 

(d) 酵素 Aの FMN還元は次に示すようにピンポン Bi Bi機構に従う反応である。 

 
(e) 補欠分子族の FMNは反応中に酵素から解離しない。 
 
 
酵素 Aに関する問題（１）～（５）に答えなさい。 
 
（１） 説明文 (d) の図の ① にあてはまる適切な語句を記しなさい。 

（２） 酵素反応のピンポン Bi Bi機構とはどのような反応機構か、逐次(sequencial) Bi 
Bi機構と対比して簡単に説明しなさい。 

（３） 酵素 A に結合した FMN が反応中に酵素から解離しないことはどのような実
験によって証明できるか、簡単に述べなさい。 

（４） 補欠分子族以外にタンパク質内で酸化還元に関わり得る官能基をあげ、どの

ような反応か説明しなさい。 

（５） タンパク質の立体構造を決める方法を２種類あげ、酵素 Aの立体構造を決定
するにはどのような方法を適用するのがより適切と考えられるか、理由と共

に述べなさい。 
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［第２問］ 
 
哺乳動物でみられる DNAメチル化に関する以下の記述を読んで、問題（１）～（５）
に答えよ。 
 
哺乳動物DNA中の 5’-CpG-3’ 配列は、シトシン残基の炭素原子にメチル基を付加する
DNAメチルトランスフェラーゼ(1)の標的配列となっている。生成するメチルシトシン

は化学的に不安定であるので進化の過程で（A）に変わりやすい(2)。したがって哺乳

動物ゲノム全体での CpG の存在頻度は低い。しかし、ゲノム中には GC 含量から期
待される頻度に近い頻度で CpG が出現する短い DNA 領域が部分的に存在する。こ
のような高密度の CpG 配列の集まりを（B）という(3)。こうした哺乳動物の DNA の
メチル化の状態を調べる方法がいくつか開発されているが、その簡便法のひとつに、

一対のイソシゾマー(isoschizomer) を使用して解析する方法(4)がある。 
 
 
（問題） 
 
（１）哺乳動物のシトシン特異的 DNA メチルトランスフェラーゼはその機能から大

きく２種に大別される。これらの基質特異性とその生物化学的意義を説明せよ。 
（２）Aの塩基名を答えよ。またこの変化を化学式で示せ。 
（３）Bの名称を答えよ。この領域はゲノム内のどこによくみられ、どのような活性

と相関があるといわれているか。その領域におけるシトシンのメチル化の程度

は一般に高いか低いか。 
（４）イソシジマーとはなにか説明せよ。またこの方法論を簡単に説明せよ。 
（５）哺乳動物における DNA メチル化を伴う生物現象を１つ挙げて簡単に説明せよ。 
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［第３問］ 
 
チューブリンに関する次の文を読み、問題（１）～（７）に答えよ。 
 
さまざまな濃度のチューブリンを重合させ、重合が定常状態に達した後、超遠心を行

って沈殿（微小管）と上清（遊離チューブリン）に分画し、重合したチューブリン量

を定量したところ、図１のような結果が得られた。次に、25μMの濃度のチューブリ
ンを重合させ、定常状態に達する前のある時間に試料をとって微小管の長さの分布を

求めたところ図２ａのようになった。さらに同じ時間にこの液を 100倍容量の 7.5あ
るいは 15μMの濃度の未重合チューブリン液で希釈し、その 10分後に微小管の長さ
の分布を求めたところそれぞれ図２ｂ,ｃのようになった。また希釈後一定時間ごとに
微小管数を調べたところ図２ｄのようになった。 
 
（問題） 
 
（１）微小管の構造を模式的に描き、その特徴を簡潔に記せ。微小管の太さも記入せ

よ。 
 
（２）図１から、この条件でのチューブリンの重合のみかけの臨界濃度はいくらか。 
 
（３）図１の直線は傾きが 1以下である。この理由を考えよ。 
 
（４）図１の直線は傾きは約 0.7である。このチューブリンの真の臨界濃度はいくら

になると考えられるか。 
 
（５）図２ｃから、重合したチューブリン溶液を 15μM の未重合チューブリン溶液

で希釈するとさらに重合が進んで長さが増している。これはなぜか。 
 
（６）図２ｂ,ｄから、重合したチューブリン溶液を 7.5μMの未重合チューブリン溶

液で希釈すると微小管の数は減っているのに長さが増しているものが見られ

る。これは微小管のどのような性質によるものと考えられるか、説明せよ。 
 
（７）細胞内の微小管構造には、このようにダイナミックな性質を示すものと、全く

示さないものがある。それぞれの例を１つずつあげよ。 
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図１ 重合の定常状態でのチューブリンの全濃度に対する微小管（重合チューブリン）濃度のプロッ

ト。横軸、全チューブリン濃度。縦軸、重合したチューブリン（微小管）の濃度。 
 

 
図２ 希釈後の微小管の数と長さの変化 
25μMチューブリンを重合させ、15μMあるいは 7.5μMの未重合チューブリン液で希釈した。 
a. 希釈前の微小管の長さ分布 
b. 7.5μMの未重合チューブリン液で希釈後 10分での長さ分布。 
c. 15μMの未重合チューブリン液で希釈後 10分での長さ分布。 
a-c, 横軸、微小管の長さ。縦軸、微小管数。矢頭、平均値。 
d. 微小管数の時間変化（●、15μM；○、7.5μM の未重合チューブリン液で希釈した）。横軸、希

釈後の時間。縦軸、微小管数。 
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［第４問］ 
 
生命活動における RNA 分子の多機能性が明らかになってきたことから、生命の起源
が RNAであるとする RNAワールド仮説が唱えられるようになった。RNAに関する
以下の問題（１）～（５）に答えよ。 
 
（１）細胞内には、様々な RNA 分子種が存在する。その中でもっとも総重量が多い

RNA分子種は何か。 
 
（２）両端とも未修飾の 5’AGCU3’ 配列の RNAの構造式を書け。 
 
（３）酵素活性を持つ RNAの機能について例をあげて述べよ。 
 
（４）ある RNA結合タンパク質が認識する RNA配列を特定する方法を、具体的に述

べよ。ただし、実験材料としてランダムな配列の RNA プールを用いることと
する。 

 
（５）近年明らかになってきた RNA干渉（RNAi）という現象について説明せよ。 

III-6 



［第５問］ 
 
次の文を読み、問題（１）～（５）に答えなさい。 
 
強いプロモーターを用いて増殖因子を全身で過剰発現するトランスジェニックマウ

スを作成したところ３系統のうち１系統で膵臓癌が発生した。このマウスについて次

のような知見 A，Bが得られた。 
 
A) 癌組織に含まれる Rasタンパク質の状態を調べたところ GTP結合型 Rasの比率が
増加していることが明らかになった。 

B) サイクリン D1を immunoblotingにより解析したところ発現量が顕著に増加してい
ることが明らかになった。 

 
また、作成したトランスジェニックマウス３系統のうち残りの２系統は異常がみられ

なかったので、新たに５系統を作成してみたところ、いずれも異常はみられなかった。

これらのトランスジェニックマウス合計８系統での Xの発現を調べたところ、すべて
のマウスで Xが同程度に過剰発現していた。 
 
（問題） 
 
（１）トランスジェニックマウスとは何か、作成法も含めて簡潔に述べなさい。 
 
（２）A) の知見は何を意味しているか、説明しなさい。 
 
（３）サイクリン D1とはどのような機能をもったタンパク質か、相互作用する分子

についても言及しながら簡潔に説明しなさい。 
 
（４）B) でサイクリン D1の量が増加していることが明らかになった。一般にタンパ

ク質の量が増加するためにはどのような分子機構が考えられるか、４種類あげ

なさい。 
 
（５）一連のトランスジェニックマウスの作成において、なぜ１系統だけ癌を多発し

たのか。可能性を１つあげ、それを証明する実験方法を述べなさい。 
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［第６問］ 
 
以下の文を読み、問題（１）～（４）に答えなさい。 
 
1997年英国のWilmutらは、羊の乳腺細胞や繊維芽細胞の核を脱核した未受精卵に移
植し、電気刺激を加えて発生を開始させることにより成体ができることを示した。ま

た、これらの成体からは子孫が得られることも示されている。一方、多くの臓器には

それぞれ臓器特異的な幹細胞が存在することが知られているが、これらのうち、骨髄

の造血幹細胞や神経幹細胞などを、生体に移植したり、正常胚盤胞期胚に注入して発

生させキメラ固体を作らせたりすると、それぞれ血球系細胞や神経系細胞だけではな

く、肝臓や筋肉といった多様な細胞に分化することが最近分かってきた。 
 
（問題） 
 
（１）核移植によって個体が誕生し、さらにその子孫が得られるという事実は、分化

した体細胞でも個体を形成するのに必要な全ての遺伝情報を保持しているこ

とを示している。しかし、これらの核移植動物の中には発生途中、あるいは誕

生後に異常を示し、死亡するものも多い。核移植の技術的な問題を除くとすれ

ば、このような異常を生じる原因としてどのようなことが考えられるか、考察

せよ。 
 
（２）個体発生の過程で、特定の幹細胞がいかなる系列の細胞に分化するかを追跡す

るためにはどのような手法が考えられるか、述べよ。 
 
（３）骨髄幹細胞や神経幹細胞が他の臓器細胞に分化したように見えるのは、実は他

の臓器細胞と融合したためではないか、という疑問が出されている。ある特定

の臓器幹細胞を他の生体に移植して分化現象が見られた場合に、何らかの分化

誘導シグナルによる正常な分化か、それとも他の体細胞を融合することによっ

てもたらされた分化なのかを区別するためには、どのような実験が考えられる

か、述べよ。 
 
（４）他の細胞との接触や、他の細胞が分泌する増殖・分化因子が細胞分化に重要な

役割を果たすことが多い。これらの因子の中で、GM-CSFは顆粒球やマクロフ
ァージの分化成熟因子として同定された。しかし、GM-CSF受容体を造血幹細
胞を含む骨髄細胞で強制的に発現させ、GM-CSFを作用させたところ、顆粒球
やマクロファージ以外に赤血球や好塩基球、単球などの多様な細胞が分化して

きた。このことから、GM-CSF受容体の機能について何が分かるか、簡単に述
べよ。 

III-8 



草稿用紙 １（切り離さないで用いること） 
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草稿用紙 ２（切り離さないで用いること） 
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