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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１３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４問ある。その４問すべてに解答せよ。 

  4. 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。 

  5. 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。 

  6. 解答は、各問ごとに答案用紙１枚を使用すること。 

  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・受験番号および氏名を

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。（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すること。   

    

受験番号　　　　　　　氏 名
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[第１問] 

 
遺伝子に関する以下の問題（１）～（５）に答えよ。 

 

（問題） 

 

（１）遺伝子が染色体上に直線的に並んでいると考えられることを最初に示し

たのはモルガン（T. H. Morgan）である。 

 

  (a) モルガンが実験に用いた生物名を記せ。 

 

   (b) 片親の２つの異なる遺伝子に起きた突然変異が子孫に高い頻度で一

緒に受け継がれるとき、これらの遺伝子は   ア   しているという。

モルガンが詳しく調べたこの現象は、メンデル（G. Mendel）の唱え

た   イ   の法則が必ずしも普遍的なものでないことを明らかにし

た。 

   上記の   ア   と   イ   に入る適切な語句を記せ。 

 

   (c) モルガンの研究した生物は、遺伝子が染色体上に直線的に並んでい

ることを直観させるある構造体を含んでいる。その構造体とは何か。 

 

（２）遺伝子 X, Y, Z が同一の染色体上にある。それぞれの間の組換え頻度を

実験的に測定すると次のようになった。 

       X-Y: 18% 

       X-Z:  9% 

       Y-Z:  9% 

 

   (a) 上記の数値から考えられる、X, Y, Z ３つの遺伝子が並んでいる順

と、それらの相対的な距離を示す簡単な遺伝子地図を描け。 

 

   (b) 上記の数値には実験誤差が含まれていると推定できる。そう推定で

きる理由を述べよ。 

 

（３）大腸菌や酵母を実験室で培養していると、低頻度ではあるが必ず突然変

異を起こした菌株が現れてくる。このような突然変異の原因として考え

られることを２つ挙げよ。 
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（４）感染を予防し生育をよくするために家畜や養殖魚の飼料に抗生物質を混

ぜることが行われている。しかし細菌学者はこうした農業・水産業への

抗生物質の安易な使用を強くいましめている。それはどういう理由によ

るか。細菌間の相互作用も考慮して、３行程度で解答せよ。 

 

（５）DNA の塩基配列の変化を伴わずに表現型に変化が生じ、その状態が子孫に

遺伝する現象をエピジェネティクスという。エピジェネティクスを引き

起こす分子メカニズムとして知られているもの２種類について、それぞ

れ１～２行で説明せよ。 
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［第２問］ 

 

次の文を読み、問題（１）～（５）に答えよ。 

 

光学顕微鏡は生物学の研究にとって無くてはならない観察機器の一つである。

１７世紀には簡単な光学系を備えた顕微鏡を使って微生物や細胞が初めて観察

された。その後、様々な染色法を用いて、顕微鏡下での生命現象を理解する工

夫がなされてきたが、近年の周辺技術の進歩により高度な理解が可能になって

いる。次にあげる顕微鏡観察の手法に関連した問題に答えよ。 

 

 

（問題） 

 

（１） 組織切片を用いて、ある遺伝子（遺伝子Ｘとする）を転写している細胞

を同定したい。遺伝子Ｘの cDNA クローンは得られているとして、具体的

な実験方法を３行程度で述べよ。 

 

 

（２） 組織切片を用いて、あるタンパク質（タンパク質Ｙとする）が存在する

細胞を同定したい。タンパク質Ｙをコードする cDNA クローンは得られて

いるとして、具体的な実験方法を３行程度で述べよ。 

 

 

（３） 問題（２）と同じタンパク質Ｙが細胞分裂時においてその分布がどのよ

うに変化するか、生きた状態でリアルタイムで調べたい。その際、タン

パク質Ｙが少量発現している培養細胞株を用い、それにタンパク質Ｙと

GFP (Green Fluorescent Protein)との融合タンパク質を発現させて、そ

の蛍光を長時間観察する予定である。導入する DNA を構築する際、およ

び、蛍光顕微鏡で観察する際にどのような注意をすればよいか、それぞ

れ２行程度で述べよ。 

 

 

（４） 多くの組織、器官を作る細胞は幹細胞とよばれる特殊な細胞に由来する。

Ｚ遺伝子はマウス初期胚の神経幹細胞でのみ特異的に発現している（神

経幹細胞から分化した細胞はＺ遺伝子を発現しない）。この神経幹細胞

に由来する細胞を、マウス成体の組織切片の顕微鏡観察によって同定し

たい。その方法を５行程度で述べよ。 

指定-4 



 

（５） ２種のタンパク質（タンパク質 A とタンパク質 B）は、哺乳類の培養細

胞（293 細胞）で発現している。大腸菌で発現させたタンパク質を用い

て、生化学的な実験をしたところ、タンパク質 A とタンパク質 B は試験

管内で結合することが示された。そこで 293 細胞内でのタンパク質 A と

タンパク質 B の細胞内局在を顕微鏡で観察し、両者が 293 細胞内でも結

合して存在している可能性を調べたい。どのような方法が考えられるか、

３行程度で述べよ。 
 

指定-5 



[第３問] 

 

次の文を読み、問題（１）～（６）に答えよ。 

 

哺乳類の細胞増殖制御に重要なプロテインキナーゼである MAP キナーゼ（MAPK）

は、血清除去により細胞増殖を停止させた静止期の細胞では主に細胞質に局在

しているが、細胞培養液中に血清を添加することによりその一部が核に移行す

ることが知られている。 

 一方、MAPK を活性化するキナーゼである MAPK キナーゼ（MAPKK）は、その分

子内に核外移行シグナルを有し、通常細胞質に局在している。静止期細胞にお

ける MAPK の細胞質局在には、MAPK と MAPKK との結合が重要であることが明らか

にされている。以下の実験は MAPK の核移行メカニズムについて検討したもので

ある。 

 まずMAPKおよびMAPKKの結合を次の免疫沈降実験によって調べた。HAペプチド

配列を付加したMAPKK（HA-MAPKK）、Flagペプチド配列を付加したMAPK

（Flag-MAPK）、およびRasの変異体の一つであるRasV12（Rasの 12 番目のグリシ

ンがバリンに置換した変異体）のcDNAをそれぞれ発現ベクターにつなぎ、図１

の組み合わせで哺乳類細胞株にトランスフェクションして発現させた。遺伝子

導入後、血清除去して静止期にした細胞から、それぞれ細胞抽出液を作製し、

抗HA抗体による免疫沈降を行った。次に、細胞抽出液の一部（免疫沈降に用い

た抽出液の一部）と免疫沈降物（全量）をSDSポリアクリルアミドゲル電気泳動

により分離し、抗HA抗体および抗Flag抗体を用いてウエスタンブロットを行っ

た（図１）。また同様の組み合わせで発現ベクターをトランスフェクションし

た細胞をホルマリンで固定し、抗Flag抗体を用いてFlag-MAPKの細胞内局在を調

べたところ図２のような結果が得られた。 

 

（問題） 

 

（１）タンパク質をその分子量によって分離する方法として、SDS-PAGE やゲル

沪過クロマトグラフィーが用いられる。両者の原理をそれぞれ４行程度

で説明せよ。 

 

 

（２）プロテインキナーゼによってペプチド内のチロシン残基がリン酸化され

る反応式を、チロシン残基、リン酸化チロシン残基の構造式を含めて記

せ。 
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（３）実験で用いられているRasV12とはRas活性にどのような変化をおよぼす変異

か述べよ。また本実験においてはどのような効果を期待して用いられて

いるか、シグナル伝達の観点から簡潔に説明せよ。 

 

 

（４）図１、レーン３では Flag-MAPK が泳動位置の異なる２本のバンドとして

認められる。移動度の異なるバンドが出現する理由について述べよ。ま

た、それを証明するためにどのような実験を行えばよいか、簡潔に記せ。 

 

 

（５）図１の免疫沈降物に対するウエスタンブロットの結果から、MAPK と MAPKK

の分子間相互作用はどのようなメカニズムで制御されていると考えられ

るか考察せよ。またどのような追加実験を行えばそれが証明出来るか、

考えられる実験を一つあげ、期待される結果を含めて簡潔に記せ。 

 

（６）図２で核内に存在する MAPK は活性型か不活性化型のどちらであると考え

られるか記せ。またこの実験から推定される MAPK の核移行メカニズムを

MAPKK との相互作用の面から考察し、簡潔に記せ。 
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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４問] 

 

次の文を読み、問題（１）～（５）に答えよ。ただし、計算問題については、

解答となる数値（有効数字３桁）だけでなく、計算の途中経過も示せ。 

 

 1937 年にHans Krebsは、ハトの胸筋をすりつぶしたサンプルを閉鎖系で培養

し(A)、クエン酸の代謝状態、消費される酸素の量、および生成する二酸化炭素

の量を詳細に観察することでクエン酸回路（TCA回路とも呼ばれる）を発見した

（図１）。 

     Krebs が行った実験の一つは、クエン酸の存在下と非存在下において、酸

素消費量にどのような違いが出るか測定したものである。表１に示したように、

少量のクエン酸を加えることで、酸素の消費量が増大した。またグリコーゲン

などの炭水化物の添加によって、酸素消費量はさらに増大した。当時

Szent-Gyorgyi や、Stare と Baumann が、フマル酸、オキサロ酢酸あるいはコハ

ク酸も同様に酸素消費量を増加させることを見出していた。 

 

 

（問題） 

 

（１）ハトの胸筋をすりつぶしたサンプル中には、この反応を行っている細胞

内小器官が豊富に含まれている。その名称を記せ。 

 

 

（２）もしクエン酸（C6H8O7）が完全に酸化されて水と二酸化炭素になった場合、

クエン酸１分子についてどれだけの酸素分子が消費されるか。 

 

 

（３）培養時間が 150 分の時点では、3μモルのクエン酸の添加によって、893

μリットル分だけ酸素消費量が増大している。これは何モル分の酸素に

相当するか。１モルの酸素を 22.4 リットルとして計算せよ。 

 

 

（４）上の（３）で得られた結果は、（２）の結果と一致していないが、この

違いは、クエン酸回路の性質から考えて、どのように説明できるか。3行

程度で記せ。 
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（５）Krebs は下線(A)の反応系にオキサロ酢酸を添加すると、無酸素下では、

クエン酸が蓄積されることを見出した。また、この反応系に有酸素下で

マロン酸を添加するとコハク酸の蓄積が観察された。 

 

(a) 無酸素下でオキサロ酢酸の添加がクエン酸の蓄積を生み出した理由
を２行程度で説明せよ。 

 
(b) 酸素存在下でオキサロ酢酸を加えた場合、クエン酸の蓄積は観察さ
れるだろうか。２行程度の理由とともに答えよ。 

 
(c) 無酸素下でリンゴ酸を加えた場合、クエン酸の蓄積は観察されるだ
ろうか。２行程度の理由とともに答えよ。 

 

(d) マロン酸はどのような作用機序でコハク酸の蓄積を引き起こしたと
考えられるか。２行程度で答えよ。 
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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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