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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、
表紙を含めて計８頁からなる。

 2. 指定問題は、全部で４問ある。その４問全てに解答せよ。
 3. 答案は、各問１００点ずつ、計４００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４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（指定問題）、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. 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  



指定 －2

［第１問］

次の文を読み、問題（１）~（６）に答えよ。

　大腸菌から単離した全長 6000 塩基対のプラスミド DNA を制限酵素 EcoRI

と HindIIIで分解してアガロースゲル電気泳動法によって分析した。ゲルに臭化

エチジウム(ethidium bromide)を加えて紫外線を当てると図１のように DNA の

バンドが赤く染まって見えた。EcoRI で切断した場合には、6000 塩基対のバ

ンドが１本見えた。HindIIIで切断した場合には、4000と 2000塩基対の 2本の

バンドが見えた。さらに、EcoRI と HindIII の両方で切断すると、2500, 2000,

1500 塩基対の３本のバンドが見えた。一方、酵素処理しない DNA を電気泳動

で分析すると、複数の移動度の異なるバンドが現れた。(a)

　また、このプラスミド DNA は、制限酵素 BclIで処理しても切断されなかっ

た。しかし、この DNA をもとにして polymerase chain reaction (PCR)法によ

って増幅した DNAは、BclIで処理すると切断された。

（問題）

（１）制限酵素とは何か。5行以内で説明せよ。

（２）制限酵素 BclIは大腸菌から調製した DNAを切断しなかったのに、PCR

で増幅した場合には切断したのはなぜか。5行以内で説明せよ。

（３）臭化エチジウムと紫外線により、なぜ DNA が染まるのか。3行程度で

説明せよ。

（４）このプラスミド DNA について、EcoRIと HindIIIの切断点の相対的な

位置関係を図で示せ。

（５）文中の下線部(a)の理由を 5行以内で説明せよ。

（６）プラスミド DNAの長さを推定するためには、本実験のようにアガロー

スゲル電気泳動がよく用いられる。一方、タンパク質の分析にはアガロ

ースゲル電気泳動よりもポリアクリルアミドゲル電気泳動がよく用いら

れる。ゲル電気泳動法の原理を含めながら、その理由を 5行以内で説明

せよ。
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電気泳動

の方向

EcoRI HindIII EcoRI + HindIII

図１　アガロースゲル電気泳動像
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 ［第２問］

次の文を読み、問題（１）~（６）に答えよ。

　酵素 E は、次の反応を触媒する GTP（グアノシン三リン酸）加水分解酵素

(GTPase)である。

GTP + H2O  GDP + Pi

この酵素による GTP の加水分解反応の初速度を様々な GTP 濃度に対して測定

したところ、下表のような結果を得た。

[GTP] (µM) 初速度 (pM/sec)

1 2.50

2 4.00

3 5.00

5 6.25

12 8.00

　また、酵素 Eは ATP（アデノシン三リン酸）も基質としてとりこみ、同じ反

応機構で加水分解することが知られている。GTPase 活性を測定したのと全く

同じ条件で ATPase活性を測定したところ、Vmax = 5.0 pM/sec、Km = 120 µM

という値を得た。ただし、酵素反応はすべて Michaelis-Menten機構にしたがう

ものとする。

（問題）

（１）GTPと ATPの構造式を書け。

（２）GTPの加水分解はどのような実験を行えば測定できるか。放射性同位元

素（ラジオアイソトープ）を用いる具体的な方法について 3行程度で説

明せよ。

（３）酵素 Eによる GTP加水分解反応の Vmaxと GTPの Kmを求めよ。作図に

は解答用紙の方眼紙を用いること。
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（４）酵素 Eの基質特異性について 3行程度で論ぜよ。上で求めた数値を用い

て論じること。

（５）（４）の特異性の違いはどのような分子機構に基づいているか。考えら

れる酵素と基質の相互作用をあげて 5行程度で説明せよ。図を用いても

よい。ただし、GTPも ATPも酵素 Eのほぼ同じ部位に結合するものと

する。

（６）GTPaseである酵素 Eを競争阻害する可能性のある既知の物質を１つあ

げ、その構造式を書け。
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［第３問］

問題（１）~（４）に答えよ。

（１）細胞を構成する細胞小器官のうち、小胞体とゴルジ体について、それぞ

れの構造を模式的に示し、両者の機能を簡潔に説明せよ。

（２）マウス、ゼブラフィッシュ、ショウジョウバエ、線虫、酵母などのモデ

ル生物を実験材料として使うことの利点を箇条書きにして説明せよ。一

方、さまざまな研究分野で、これ以外の生物も実験材料としてよく使わ

れている。その理由を箇条書きにして考察せよ。

（３）下の文章中の(a)~(e)の【　】内の語句のうち、それぞれ最も適当なも

のを選べ。

カタユウレイボヤは【半索動物・原索動物・頭索動物】(a)の一種であり

脊椎動物ではないが、脊椎動物と共に【前口動物・中生動物・後口動物】

(b)に属している。カタユウレイボヤは、【幼生のみが・生涯を通じて・

成体のみが】(c)脊索を有している。下等な脊椎動物には、【ヤツメウナ

ギ・チョウザメ・ニハイチュウ】(d)などの円口類が含まれる。アフリカ

ツメガエルは両生類であるが、生涯を通じて【陸上・水中・土中】(e)で

生活する。

（４）ある試薬 X が植物 A の発芽に影響を及ぼすかどうかを調べるために、A

の種子を 100 個用意し、そのうち 50 個には X を溶解した水を与え（投

与群）、残りの 50 個には対照群として水のみを与えた。同一条件におい

て１週間置いたのち種子の状態を調べた結果、対照群では 36 個が発芽

していたのに対し、投与群では 24 個しか発芽していなかった。この実

験において、A の発芽に及ぼす X 投与の効果の有無を統計学的に検定す

るにはどのようにしたらよいか。検定法の名称および検定の手順の概略

を答えよ。
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［第４問］

次の文を読み、問題（１）~（５）に答えよ。

　ヒト培養癌細胞株である HeLa 細胞から RNA を調製し、これを鋳型に用い

てオリゴ dT プライマー存在下で逆転写反応をおこなった。その後いくつかの

過程を経て、cDNA ライブラリーを作製した。このライブラリーから１つの

cDNAをクローン化し（クローン Xと名付ける）、その全塩基配列を決定した。

その結果、クローン Xは全長約 1.8 kbpで、一方の末端には 30塩基の poly(A)

配列が存在することがわかった。クローン X をプローブとして用いて、前述の

RNAに対して Northern blot解析を行ったところ約 2.4 kbのバンドが検出され

た。次に、ヒトのゲノム DNA 配列のなかに、クローン X の塩基配列と一致す

る領域があるかをデータベースで検索した。その結果、ある染色体の中の互い

に近接した４領域（図１のゲノムの長方形で示した領域）の塩基配列が、クロ

ーン Xの poly(A)配列以外の配列（図１の a,b,c,d）と完全に一致した。

（問題）

（１）下線部のような現象は、遺伝子発現におけるどのような過程を反映して

いるか説明せよ。

（２）クローン X の配列を含む転写産物の転写開始部位を決定するためには、

どのような方法を用いたらよいか。適切な実験方法を 2 つ挙げて図を用

いながら簡潔に説明せよ。

（３）図中の領域 d に存在することが予想される 10 塩基未満の塩基配列を挙

げ、その機能を述べよ。また、領域 d におけるこの塩基配列のおよその

存在位置を図示せよ。

（４）上の（２）において転写開始部位が決定され、またクローン X を含む遺

伝子座の全領域の塩基配列の情報が得られた場合、この遺伝子座がタン

パク質をコードしているか否かは、どのようにして予想できるか。また

タンパク質がコードされていると予想できる場合、そのタンパク質が

HeLa 細胞で発現されているかを調べるためには、どのような解析を行

えばよいか。

（５）図１の領域 Y の塩基配列内にはどのような特徴があると予想されるか。

特徴のある配列の場所を図示して説明せよ。
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図１ ヒトゲノム配列においてクローン Xに
　　対応する遺伝子領域とクローン Xの構造


