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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４枚を含めて計１６頁からなる。  

 2. 指定問題は、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。 

 3. 答案は、各問１００点ずつ、計３００点を満点として採点される。 

 4. 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。  

 5. 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。  

 6. 各答案用紙の所定欄に、科目名（選択問題）、問題番号、受験番号および氏名を

必ず記入すること。  

 7. 解答には、各問ごとに所定の答案用紙を使用すること。  

 8. 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。  

 9. 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。  

10. 解答できない場合でも、答案用紙に科目名、問題番号、受験番号および氏名を記

入して提出すること。  

11. 答案用紙は草稿用紙には使用しないこと（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する。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］ 
 
次の文を読んで、問題（１）および（２）に答えよ。 
 
 次の反応式に示す ATPの加水分解反応を考える。 
 
 ATP4–＋ H2O → ADP3– ＋ HPO42– + H+

 
この反応に伴う自由エネルギーの変化ΔGは、標準状態（25℃、pH 7.0）では
ΔG゜＝ –7.3 kcal/molである。 
 
（１）(ａ) この反応の自由エネルギー変化と平衡定数Keqとはどういう関係にあ

るか。標準自由エネルギー変化ΔG゜を用い、式で示せ。 
 
   (ｂ) このことから、pH 2.0では、ATPの加水分解反応は自発的に進むと

考えられるか。 
 
（２）生体では、ADPの濃度はATPに比べて低く保たれている。例えば筋肉細

胞中ではおおよそ、[ATP4–] ＝ 8 mM、[ADP3–] = 1 mM、[HPO42–] = 8 
mMである。 

 
   (ａ) この時、ATPの加水分解に伴う自由エネルギー変化ΔGを見積もれ。 
 
   (ｂ) ATPの加水分解によって放出される自由エネルギーの利用により、

生体における様々な反応の平衡は変化している。ATPを利用しない
場合と比較すると、平衡定数は最大何倍異なるか。ただし、全ての

反応は標準状態で起こるものとする。 
 
   (ｃ) 筋肉細胞中で ADP濃度が低く保たれていることの意義を推察せよ。 
 
 以上の計算では、温度は 27℃、ガス定数Rは 2.0 cal mol-1 K-1、25℃と 27℃
におけるΔG゜の違いは無視できるものとする。また、100.2≒1.6、100.3≒2.0、
ln 10≒2.3としてよい。 
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草稿用紙 １（切り離さないで用いること）  
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［第２問］ 
 
次の文を読み、問題（１）～（５）に答えよ。 
 
 タンパク質が合成された後、それぞれが機能する場所に振り分けられるため

には細胞内輸送システムが必要である。このうち、核-細胞質間輸送においては、
低分子量Gタンパク質のRanが重要な役割を演じている。Ranには２つの分子状
態（図１では模式的に方形と楕円形で表現されている）があり(a)、一方の分子状

態をとったRanには、Ran結合ドメイン（図１のRBD）をもつRan結合タンパク
質が結合する。 
 Ranの機能を検討するために次のような実験を行った。まず、アフリカツメガ
エルの卵抽出液を調製し、これに融合タンパク質YFP-RBD-CFP（RBDのN末
端側に黄色蛍光タンパク質YFPを、C末端側に藍色蛍光タンパク質CFPをつない
だ融合タンパク質）を加えた。ここで、卵抽出液にある処理を施すと核膜が形

成され、融合タンパク質は核と細胞質画分の両方に分配される。この試料につ

いて、蛍光顕微鏡を用いてFRET（蛍光共鳴エネルギー移動）(b)が観測できる条

件で観察したところ、FRETが観測される領域と観測されない領域があった(c)。

このことから、細胞の中ではRanが２つの異なる分子状態をとり、RanはRBD
との結合と解離を繰り返していると推定された。 
 
（問題） 
（１）下線(a)について、低分子量 Gタンパク質の機能発現に共通する基本的な

仕組みを考えたうえで、Ran の二つの分子状態とは何かを記せ。また、
この二つの分子状態の相互変換（図１の Aと Bの反応）のメカニズムを
概説し、両反応をそれぞれ促進する因子の一般的な名称を記せ。 

 
（２）蛍光タンパク質には多くの種類があるが、YFP（黄色）、CFP（藍色）、

および RFP（赤色）の三つの蛍光タンパク質を、励起波長の短い方から
順に並べて記せ。 

 
（３）下線(b)の FRETとは、異なる励起波長を有する二つの蛍光タンパク質を

用いてタンパク質間相互作用を検出する技術である。図 1 の模式図を例
にとって FRETの原理を説明せよ。 

 
（４）下線(c)について、FRET が観測される領域と観測されない領域は、細胞

内ではそれぞれ何に対応するかを記せ。 
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（５）核-細胞質間輸送における Ranの役割を、以下の四つのキーワードを用い
て数行で説明せよ。  
キーワード：NLS (nuclear localization signal)、NES (nuclear export 
signal)、NLS受容体、NES受容体 

A

B

図１　Ran の二つの分子状態を示す模式図

YFP

C
FP

 RBD

【 FRET が観測される 】

Ran

Ran
YFP CFPRBD

【 FRET が観測されない 】
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［第３問］ 
 
次の文を読み、問題（１）～（６）に答えよ。 
 
ある種のポリープやガンを発生する確率が高い家系が存在する。その原因を調

べた結果、遺伝子 x に変異があると、こうした病気を発症しやすくなることが
わかった。遺伝子 x の産物（タンパク質 X）のＮ末端側にはセリン・スレオニ
ンキナーゼと相同性がある領域（キナーゼ領域）があり、C 末端側（C 領域）
は他のタンパク質と相同性が見られない。いくつかの家系の患者さんの協力を

得て遺伝子を解析したところ、キナーゼ領域に変異がある場合（変異 K）と C
領域に変異がある場合（変異 C）があった。さらに遺伝子 x に関して次のよう
な実験を行った。 

 
（ア）タンパク質Aと相互作用をするタンパク質を酵母two-hybrid法（ａ）を用い

て検索した結果、遺伝子yにコードされるタンパク質Yが見いだされた。
また、タンパク質Yはタンパク質XのC領域に結合すること、および、変
異CをもつC領域には結合しないことがわかった。 

 
（イ）タンパク質Xのキナーゼ活性を検討した結果、自己リン酸化能をもつこと、

および、タンパク質Yをはじめとしていくつかのタンパク質が基質となる
こと（ｂ）がわかった。また、タンパク質Xにタンパク質Yが結合すると、
自己リン酸化活性も他の基質に対するリン酸化活性も上昇することがわ

かった。 
 
（ウ）弱いプロモーターを用いて、遺伝子xと遺伝子yにそれぞれ異なるタグ（特

異的な抗体が入手可能な短いアミノ酸配列をコードするDNA配列）を付
加した発現ベクターを構築し、哺乳類の培養細胞（株化細胞）に発現さ

せた。間接蛍光抗体法によって２つのタンパク質の細胞内局在を検討し

た（ｃ）ところ、別々の細胞に発現させた場合には、タンパク質Xは主に核
に存在し、タンパク質Yは主に細胞質に存在した。また、同じ細胞に発現
させた（共発現させた）場合には、タンパク質XとYは共に主に細胞質に
存在した。しかし、遺伝子xに変異がある場合（変異Kと変異Cいずれの
場合も）、タンパク質Yと共発現させてもタンパク質Xは主に核に存在し
た。（ｄ）
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（エ）ガン細胞株Zでは遺伝子xに変異があってその機能を失っている。この培
養細胞株に、強いプロモーターを用いて野生型の遺伝子ｘ、変異Kをもつ
遺伝子x、および、変異Cをもつ遺伝子ｘをそれぞれ導入・過剰発現させ、
それらの細胞周期の分布をセルソーター（FACS）を用いて解析した（ｅ）

結果、野生型の遺伝子xには細胞周期をG1 期に止める活性があること、
また、２つの変異遺伝子にはそれがないことがわかった。 

 
（オ）上記（エ）と同じように、ガン細胞株 Z に遺伝子 y を過剰発現させたと

ころ、細胞周期には変化が見られなかった。 
 
（カ）RNAi の手法を用いて遺伝子 y の機能を抑制したガン細胞株 Z では、遺

伝子 x を過剰発現させても細胞周期に顕著な変化は見られなかった（細
胞周期を止めることはなかった）。 

 
（問題） 
 
（１）下線部（ａ）について。この実験方法の原理を簡潔に述べよ。 
 
（２）下線部（ｂ）について。タンパク質 Yがタンパク質 Xの基質である可能

性を in vitroの実験によって示したい。どのような実験を行えばよいか簡
潔に説明せよ。 

 
（３）下線部（ｃ）について。この実験の具体的な手順を簡潔に説明せよ。 
 
（４）下線部（ｄ）について。タンパク質 X に変異がある場合、細胞質に局在

しない理由として、変異 Kと変異 Cそれぞれについてどのようなことが
考えられるか。 

 
（５）下線部（ｅ）について。この実験での遺伝子導入の効率は 10％程度しか

なかった。このような場合でも、工夫をすれば導入遺伝子を発現した細

胞だけについて細胞周期を解析することができる。どのような工夫が考

えられるか、具体的な例を１つあげて説明せよ。 
 
（６）上記の（ア）から（カ）の実験結果を総合したときに考えられる「タン

パク質 Xの機能発現におけるタンパク質 Yの役割」を論じよ。 
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［第４問］ 
 
次の文を読み、問題（１）～（５）に答えよ。 
 
 Aさんは、修士課程でショウジョウバエ (Drosophila melanogaster )の成虫原
基で発現する新規cDNAをクローニングし、その塩基配列を決定した。次に、シ
ョウジョウバエのゲノム・データベースに対して相同性検索をした結果、全長

のcDNAの塩基配列とこれをコードするゲノムの塩基配列とが登録されていた
が、機能や発現に関する情報は記載されていなかった。そこでAさんは、これを
遺伝子Xと命名し、博士課程では遺伝子Xの機能を調べることにした。配列が既
知の遺伝子の機能を調べる方法はいくつかある（ａ）が、まずショウジョウバエで

比較的実験がしやすいRNA interference (RNAi、RNA干渉)という方法を試して
みることにした。 
 ショウジョウバエや線虫 (Caenorhabditis elegans )においては、長鎖の２本
鎖RNA（ｂ）を細胞内へ導入すると、２本鎖RNA特異的なRNA分解酵素によって
短鎖の２本鎖RNA（siRNA）に切断される。siRNAの一方の鎖は、RNA-induced 
silencing complex (RISC)と呼ばれるタンパク複合体とRNA-タンパク複合体を
形成する。この複合体は、含まれるRNAに相補的な配列をもつmRNAを切断す
ることで当該遺伝子の機能を抑制する。しかし、マウスなどの哺乳類の細胞で

は、長鎖の２本鎖RNAが細胞内に存在する（ｃ）とアポトーシスが引き起こされ

るため、約 30塩基対以下のRNAを用いる必要がある。 
 最初の実験としてAさんは、遺伝子Xのエキソンに対応する 3種類の長鎖の２
本鎖RNAを合成してショウジョウバエの培養細胞（この培養細胞には遺伝子X
が発現している）へ導入してみたが、いずれの場合も細胞レベルでは何の表現

型も示さなかった。そこで、遺伝子XのmRNAが、２本鎖RNAの導入によって
分解されているかどうかを調べた（ｄ）ところ、２本鎖RNAを導入した細胞では
遺伝子XのmRNAは著しく減少していた。そこでAさんは、遺伝子Xは組織や個
体での高次機能に関わるものではないかと期待して、遺伝子Xを抑制する長鎖の
２本鎖RNAをすべての細胞でつくらせる遺伝子導入個体と、成虫原基だけでつ
くらせる遺伝子導入個体を作成することにした。このとき、遺伝子Xに対する２
本鎖RNAの発現が個体レベルで致死となることを考えて、掛け合わせによって
発現誘導が起こるような実験を計画した（ｅ）。 
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（問題） 
 
（１）下線部（ａ）について。RNAi以外の方法で、塩基配列がわかっている遺

伝子の機能解析法を２つ挙げ、簡潔に説明せよ。ただし、実験の対象と

する生物はショウジョウバエに限定しなくてよい。 
 
（２）下線部（ｂ）について。試験管内で、長鎖の２本鎖 RNA（500塩基対程

度）を合成する方法を述べよ。ただし、両末端に多少の無関係な配列が

あってもよいものとする。 
 
（３）下線部（ｃ）について。実際の生体の細胞において長鎖の２本鎖 RNAが

生成する場合として何が考えられるか、簡潔に述べよ。 
 
（４）下線部（ｄ）について。RNAiにより、遺伝子 XのmRNAが減少してい

ることを調べる方法を具体的に説明せよ。 
 
（５）下線部（ｅ）について。この実験を行うためには最低３つの遺伝子導入

ラインが必要である。それらはどのようなものか、導入する DNAの構造
をそれぞれ簡潔に説明せよ。 
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［第５問］ 
 
次の文を読み、問題（１）～（６）に答えなさい。   
 
生命活動を理解する上で遺伝子の変異を解析することはきわめて有用である。

H さんはある動物の眼ができる分子メカニズムを明らかにしたいと考えた。こ

の動物では薬剤によって点突然変異を誘発することができるので、これを利用

して眼の形成に異常をもたらす変異を収集することにした。その結果、４系統

の突然変異を得ることができた。これらの突然変異は２つの遺伝子座（aと b）
にマップされ、それぞれ２つのアリル（a1と a2、および、b1と b2）があった。
これらをヘテロとホモにもつ個体の眼の表現型（通常の飼育温度である 29℃の
条件下）を調べたところ、下の表のようになった。また、ホモで弱い表現型し

か見られなかった a2については、34℃では表現型が強くなり、ほとんど眼が形
成されなかった。 
 
遺伝子

型 
a1/+ a1/a1 a2/+ a2/a2 b1/+ b1/b1 b2/+ b2/b2 

表現型 小さな
眼 

眼が形

成され

ない 

正常な

眼 
わずか

に小さ

な眼 

正常な

眼 
眼が形

成され

ない 

大きな

眼 
致死＊ 

＊：b2/b2は成体になる前に致死であったため、表現型は観察できなかった。 
 
 この２つの遺伝子の機能解析により眼の形成メカニズムを知ることができる

と考えたHさんはその後２年間、週末も休まず実験に没頭し、a、bそれぞれの
遺伝子座を同定し、その一次構造を明らかにした（ア）。aは塩基配列を認識して
DNAに結合する転写因子を、bは細胞膜に存在する受容体をコードしているらし
いことがわかった（イ）。また、アリルa1 の塩基配列を決定したところ、開始コ
ドンから数アミノ酸下流のコドンが終止コドンに変化しており、機能を持った

タンパク質は作られないことがわかった。 
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（問題） 
 
（１）a1/+の個体が弱い表現型を示す理由としてどのようなことが考えられる

か、述べよ。 
 
（２）a2/a2 のような温度感受性の表現型はどのような分子機構で起こると考

えられるか、述べよ。 
 
（３）b2/+のような表現型を示す変異はどのような性質のものであるか、述べ

よ。 
 
（４）下線部 (ア) について。遺伝子を同定する方法を簡潔に述べよ。ただし、

変異は点突然変異であることが予想されている。 
 
（５）下線部 (イ) について。bにコードされるタンパク質が実際に細胞膜に局

在することを示す実験方法を２つ述べよ。 
 
（６）次の実験として、Hさんは、a遺伝子産物によって発現が制御されるター

ゲット遺伝子を同定しようと考えた。どのような方法が考えられるか、

１つ述べよ。 
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［第６問］ 
 
次の文を読んで、問題（１）～（６）に答えよ。 

 

 私たちの人生では、いくつかの重要な局面で「あみだくじ」や「じゃんけん」

などの形の抽選による決定が行われている。このような「偶然による人間間の

利害調整」がなぜ存続するのかを、「デートのジレンマ」（あるいは「男女の戦

い」）というモデルで考えてみよう。 

 

 花子は映画を見に行きたいが、太郎はサッカー観戦に行きたい。しかし、ど

ちらも別々に行くよりは、一緒に行く事を望んでいる。二人で映画に行くとき

は、花子の満足度は２，太郎の満足度は１とし、二人でサッカーに行くときは、

花子の満足度は１，太郎の満足度は２とする。別々に映画、サッカーに行くと

きは、二人とも満足度はゼロとする。以上の満足度は、次のような「満足度表」

にあらわされる。 
 

太郎  

映画 サッカー 

映画 花子２，太郎１ 花子０，太郎０ 花子 

サッカー 花子０，太郎０ 花子１，太郎２ 

 

 二人の行動の決め方を考えるとき、花子と太郎の行動を組にして括弧に入れ、

(花子の行動、太郎の行動) のように示し、また、例えば（花子はいつも映画に

行く、太郎はいつも映画に行く）を（映画、映画）と略記することにする。花

子の行動が、ここで太郎がとる行動に対しては、花子の満足度を最大にしてい

て、同時に、その太郎の行動が、花子がここでとる行動に対しては、太郎の満

足度を最大にしている場合は、二人の行動の組は「うまく合っている」と評価

することにする。つまり、二人の行動が（映画、映画）のときは、「うまく合っ

ている」ことになる。（ア） 

 

 「いつも映画に行く」、「いつもサッカーに行く」という単純な行動ではなく、

「ある確率で行動を選ぶ」ことを「確率的な行動」と呼ぶことにする。花子が

「確率pで映画に行く」という「確率的な行動」を取り、太郎が「確率q で映画

に行く」という「確率的な行動」を取る時、花子の満足度の期待値は、満足度

表より、2pq + 0 + 0 + 1 (1-p)(1-q) = (3q-1)p + (1-q) となる。（イ）
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（問題） 

 

（１）下線部（ア）の例と同様に、（サッカー、サッカー）という行動の組も「う

まく合っている」ことを簡潔に説明せよ。 

 

（２）花子にとって、「いつも映画に行く」ことに決めておくことは、太郎のど

んな行動に対しても花子の満足度を最大にするわけではない。このこと

を簡潔に説明せよ。 

 

（３）下線部（イ）と同様にして、太郎の満足度の期待値を計算せよ。 

 

（４）(a) 太郎の「確率的な行動」を定義する qの値が、q＞1/3、 q＜1/3、q=1/3

の３つの場合について、花子の満足度の期待値を最大化する pの値を

それぞれ求め、点 (p,q) の集合を、横軸 p, 縦軸 qの平面上に太い実

線で示せ。 

 

    (b) 同様に、pがいろいろな値をとる場合について、太郎の満足度の期待

値を最大化する qの値を求め、同じ平面に太い破線で示せ。  

 

      (c) 上の (a) の線と (b) の線の交点のうち、0＜p＜1かつ 0＜q＜1を満

たす交点は、二人の「確率的な行動」が「うまく合っている」ことを

示している。この交点の座標の値を記せ。 

 

   (d) この場合の花子と太郎の満足度の期待値をそれぞれ計算せよ。 

 

（５）「コインを投げて表が出たら花子も太郎も映画、裏が出たら花子も太郎も

サッカーを選ぶ」ことに二人が合意したとする。この場合の花子と太郎

の満足度の期待値をそれぞれ計算せよ。 
 
（６）問題（５）のように、ある偶然的事象に基づいて二人の行動を同時に決

定することの利点を、問題（４）(d)で計算された期待値と、問題（５）

で計算された期待値を比較しながら、１～２行で述べよ。 
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草稿用紙 ２（切り離さないで用いること）  

選択 － 14 



草稿用紙 ３（切り離さないで用いること）  

選択 － 15 



草稿用紙 ４（切り離さないで用いること）  
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