
 

 

 

平 成 19 年 度 入 学 試 験 問 題 

 

生物化学専攻 専門科目 

選 択 問 題  

 

 

［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１５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問選んで解答せよ。４問以上解答した

場合にはその全てが無効となる。 

  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（選択問題）・問題番号（１～６）・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。（草稿用紙は問題より後の頁にあ

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すること。   

    

受験番号　　　　　　　氏 名
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［第１問］ 
 
ゲノム解析についての次の文を読み、問題（１）～（５）に答えよ。 
 
ゲノムプロジェクトの進行により、多くの生物種でゲノムの全遺伝子配列が

決定された。修士課程に入学したばかりのAさんは、主な生物の遺伝子数とゲノ
ムサイズを調べて、表１のようにまとめてみたが、疑問に思うことがいくつか

あった。まず、簡単なからだの作りしか持たない線虫よりも、翅や体節構造を

もつショウジョウバエの方が遺伝子数は少なかった。さらに、ヒトのような複

雑な高次機能を持つ生物の遺伝子数は、ショウジョウバエより約 50％多い程度
であり、シロイヌナズナよりも少なかった。Aさんは、ゲノムプロジェクトの結
果について考えてみた。そもそも、表１の遺伝子とされているものは、すべて

機能を持っているのだろうか(a)。さらに、１つの遺伝子が、１つの機能だけで

なく、多様な機能を発揮する(b)可能性はないだろうか。Aさんには遺伝子数の結
果については疑問が残った。一方、表１で調べた限り、複雑な生物では、遺伝

子数がそれほど多くなくてもゲノムサイズは大きいようであった。ゲノムサイ

ズは、ゲノム中のタンパク質をコードする領域以外の部分(c)の大きさにかなり

依存しているため、もしかしたら、この領域は高次生命現象を発揮するために

は大事なのではないかと思った。 
 
      ＜表１＞ 

生物種 

 

遺伝子数 

 

ゲノムサイズ 

(bp) 

インフルエンザ菌  1,850 1.8 X 106

大腸菌  4,639 4.6 X 106

出芽酵母  6,294 1.2 X 107

分裂酵母  4,824 1.4 X 107

線虫 19,099 9.7 X 107

ショウジョウバエ 14,100 1.4 X 108

シロイヌナズナ 25,498 1.2 X 108

マウス  21,839  2.6 X 109

ヒト  21,561  3.4 X 109
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（問題） 
 
（１）表１の結果をもとに、ヒトのゲノム DNAを直線上に並べたときの長さを

計算せよ。解答は計算式とともにセンチメートル単位で示し、有効数字

は２桁とする。 
 
（２）（Ⅰ）大腸菌、（Ⅱ）出芽酵母、（Ⅲ）ショウジョウバエなどのいわゆ

るモデル生物は、普遍的な生命現象の研究に用いられる。（Ⅰ）～（Ⅲ）

のモデル生物は、ヒトにも共通した生命現象の研究に利用されているが、

どのような生命現象の研究に利用されているか、それぞれ１行程度で記

せ。また、モデル生物に共通した利点を３つ挙げよ。 
 
（３）下線部(a)について。遺伝子の機能を解析するためにはいろいろな手法が

使われるが、そのうち２つの方法について、それぞれ３行程度で説明せ

よ。ただし、生物種は問わない。 
 
（４）下線部(b)について。ゲノム上の１つの遺伝子から複数のタンパク質がで

きることが多々あるが、これには遺伝子発現の様々な過程が関わってい

る。転写された RNAが翻訳されるまでのステップで、タンパク質の多様
性を生み出すメカニズムを２つ挙げ、それぞれ３行程度で説明せよ。 

 
（５）下線部(c)について。タンパク質をコードする領域以外の部分の担う役割

について、DNA複製に関わるものを２つ挙げ、それぞれ 3行程度で説明
せよ。 

選択- 3  



[第２問] 

 

次の文を読み、問題（１）～（５）に答えよ。 

 

細胞応答における細胞内シグナル伝達系を定量的に取り扱う方法を考えてみ

よう。ここでは、一定の刺激量(S )に対する細胞内分子(R )の定常状態での活性
化量（SnR ）が見かけ上n次反応になる場合を考えてみる。このとき、RはSに
対するn次反応として以下のように近似的に表すことができる。 

式 (a)： 見かけの Kd=Kb/Kf） （⎯⎯→←⎯⎯ S
Kf

n

Kb
+n　S R R　･

図１はERK経路の一部を単純化して模式的に示したものである。実験的に、
刺激量(S )に対するRAF、MEK、ERKの定常状態での活性化状態（RAF*、MEK*、

ERK*）、すなわち活性化量を測定すると図２のようになる。このグラフから

RAF*、MEK*、ERK*の定常状態での活性化量は、それぞれ刺激に対して１次、

２次、４次の生化学反応(b)として近似できることがわかる。 
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図１　ERK経路の模式図
この場合の横方向の矢印は反応
方向のみを示し、反応次数を意
味しない。

図２　各分子の刺激量に対する活性化量
分子の総量を１として標準化してある。
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（問題） 

 

（１） 図２に関する次の文の括弧内の選択肢から適切な語を選べ。 

各分子の活性化量が 0.1から 0.9までの範囲に注目する。この範囲内で
は、ERK経路においては下流に行くほど一定の刺激量の変化に対して活
性化量の変化が（A, 大きく・少なく）なる。したがって、ERK経路は、
下流に行くほど刺激の変化に対して（B, 閾値応答・線形応答）に近づく
特性がある｡ 

 

（２） 式(a)について、活性化量SnRの時間に対する微分方程式を作成せよ。 
 

（３） 問題（２）の微分方程式を用いて、Rの総量を１、Kd＝１として刺激量
(S )に対するSnRの定常状態（SnRの見かけの変化量が０になる状態）で
の一般解を求めよ。 

 

（４） 下線部(b)を前提として、以下の小問に答えよ。 
A. 刺激量(S )に対するRAF*、MEK*、ERK*をそれぞれSを用いて表わ
せ。ただし、それぞれの総量を１として、見かけのKd値を 1とする。 

B. RAF*、MEK*、ERK*が最大活性の 0.1 となる場合の刺激量（S0.1）

を求めよ。 
C. RAF*、MEK*、ERK*が最大活性の 0.9 となる場合の刺激量（S0.9）

を求めよ。 
D. 上記のBおよびCより、それぞれの活性化量を 0.1から 0.9にするに
は刺激量はどれほど変化する必要があるか。RAF*、MEK*、ERK*そ

れぞれについて、刺激量の比(S0.9/S0.1)を用いて表わせ。 
 

（５）RAF、MEK、ERK の見かけの反応次数がそれぞれ異なるが、そのメカ
ニズムとしてどのようなことが考えられるか。 
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［第３問］ 
 
次の文を読み、問題（１）～（５）に答えよ。 
 
タンパク質とタンパク質が相互作用する分子基盤は様々であるが、タンパク

質リン酸化反応はその１つであり、リン酸化されたアミノ酸残基を含む配列（モ

チーフ）と、そのモチーフを特異的に認識するアミノ酸配列（ドメイン）との

会合がタンパク質間相互作用を生み出している(a)。 
Y 君は、特定のリン酸化モチーフを認識するタンパク質に含まれるドメイン

を同定する目的で、次の A～Dの実験を行った。 
 
A. リン酸化 Thr 残基を含むペプチドライブラリーである pTP ライブラリー
（biotin-ZGZGGAXXBXpTPXXXXAKKK）、および、その対照となる TP
ライブラリー（biotin-ZGZGGAXXBXTPXXXXAKKK） を作成し、それ
ぞれを streptavidinビーズに固定した。なお、各配列における記号（略号）
は次の通りである。pT:リン酸化 Thr 残基, T: Thr 残基, G: Gly 残基,  
A: Ala残基,  K: Lys残基, X: Cys以外のアミノ酸残基, Z: アミノヘキ
サン酸, B: Pro, Leu, Ile, Val, Phe, Met, Trp残基のいずれか。 

B. ヒトの培養細胞からcDNAを合成し、プラスミドベクターにcDNAライブラ
リーを構築した。このcDNAライブラリーをプールに分け、それぞれin vitro
で転写・翻訳した。このとき、翻訳時に[35S]メチオニンを加え、翻訳産物
を標識した。 

C. Aで用意した２つのペプチドライブラリー・ビーズとBで調製した[35S]標識
翻訳産物を適当な反応条件下でそれぞれ混合した。 

D. ペプチドライブラリー・ビーズをそれぞれ回収し、会合している[35S]標識
翻訳産物をポリアクリルアミドゲル電気泳動・オートラジオグラフィーに

よって解析した。 
 

Y君は、AからDの実験の結果、cDNAライブラリー・プールの１つから得た
翻訳産物中にpTPライブラリーとは会合するが、TPライブラリーとは会合しな
いタンパク質が含まれていることを見出した。そこでY君は、そのプールから適
当な方法(b)でpTPライブラリーと会合したタンパク質をコードするプラスミド
を同定し、塩基配列を決定した。その結果、このプラスミドには中心体機能に

重要なPlk1キナーゼ(c)をコードするcDNA断片が含まれており、推定アミノ酸配
列中にはpolo box domain（PBD）が存在することを見出した。 
さらにY君は、PBDが認識するリン酸化ペプチドモチーフを解析するために、
次の E～Gの実験を行った。 

 
E. Plk1キナーゼの PBDを大腸菌に発現させて精製し、ビーズに固定した。 
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F. 新しいぺプチドライブラリーpTP2（XXXXpTXXXX、なお X は Cys を除
くすべてのアミノ酸残基）を作成して、Eで調製した PBDビーズと至適条
件化で反応させた。 

G. ビーズを回収し、PBDと会合したペプチド配列を決定して配列中の pT残
基の前後に存在するアミノ酸残基の頻度（ratio）を調べた。 

 
その結果、pT の N 末端側（pT に隣接した残基を pT-1、その N 末端側を

pT-2などと呼ぶことにする）と C末端側（pTに隣接した残基を pT+1などと
呼ぶ）の頻度値が得られた（図１）。なお、pT-3より N末端側、および pT+2
より C末端側の配列に関しては pT-2の結果とほぼ同様であった。また、別の
ぺプチドライブラリーpSP（XXXXpSXXXX）を用いて行った実験からもほぼ
同様の結果が得られた。 
これらの結果を総合してY君はPBDが認識するリン酸化モチーフを決める
ことができた(d)。 

 

 
 

図１ PBD が認識するリン酸化モチーフに現れるアミノ
酸残基の頻度 
横軸のアミノ酸残基は１文字表記で記してある。また、

＊印のアミノ酸残基の値は他よりも有意に高い。 
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（問題） 
 
（１）下線部(a)の例としてどのようなものがあるか。PBD以外の例を１つ挙げ

て、その生物学的意義を説明せよ。 
 
（２）下線部(b)の方法としてどのような方法が考えられるか。数行で具体的に

答えよ。 
 
（３）下線部(d)について、Y君が決めた PBDが認識するリン酸化モチーフのコ

ンセンサス配列を記せ。 
 
（４）中心体の構造を説明せよ。 
 
（５）Y 君が同定した Plk1 は M 期で機能していることが既に知られており、

下線部(c)にあるように特に中心体の成熟や機能に関わっている。また、
GFP（green fluorescent protein）と融合した Plk1を培養細胞に発現さ
せて、GFP の蛍光と DNA や紡錘体を同時に観察すると、Plk1 が M 期
（metaphase）において中心体に存在する像が得られた。この Plk1の中
心体への局在が PBD に依存するかどうかを下線部(d)の Y 君の結論を利
用して明らかにしたい。考えられる実験を説明せよ。なお 10アミノ酸残
基程度のペプチドは自由に合成できるものとする。 
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［第４問］ 
 
次の文を読み、問題（１）～（７）に答えよ。 
 
神経終末において神経伝達物質が放出される際には、脱分極に応じた細胞外か

らのCa２＋の流入(a)が引き金となり、シナプス小胞(b)と呼ばれる一層の単位膜か

らなる小胞(c)が細胞膜と融合する結果、小胞中の神経伝達物質が放出される。 
シナプス小胞の膜にはCa２＋のセンサータンパク質が存在し、Ca２＋流入を検出
している。シナプトタグミンは神経伝達物質の早い放出に関与するCa２＋センサ
ータンパク質である。シナプトタグミンには10数種類の類似した分子があるが、
シナプス小胞では主としてシナプトタグミン１および２の２種類がCa２＋セン
サーとして機能していると考えられている。構造的には、シナプス小胞の膜を

貫通する１カ所の膜貫通領域があるほか、細胞質側にはCa２＋を結合するドメイ
ンの一種であるC2領域(d)が２カ所存在する。 
最近、マウスのシナプトタグミン２の遺伝子に起きた点突然変異が報告された。

これによれば、この変異はC2 領域における１アミノ酸の置換（Ile→Asn）(e)を

もたらし、ホモ接合体は致死ではないものの、発育や行動に異常が見られた。

一方、組み換えDNA技術で発現させたタンパク質を用いて、変異型および野生
型のシナプトタグミン２タンパク質の機能的な差異を調べた結果、Ca２＋結合性
や他の分子との相互作用に関しては両者に顕著な差は見られなかった。しかし、

変異をホモに持つマウス個体ではシナプトタグミン２の存在量が野生型の 20～
30％に減じていた。また、CDスペクトル（円二色性スペクトル）(f)解析では、

20℃での両タンパク質のCDスペクトルには差はほとんどなかったものの、その
温度変化を検討すると図１のような差(g)が見られた。 
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図１．CD値の温度変化 
各温度でのシグナル強度（I I

I

obs ）を得、一方、各温度でのfold状態の値（ f 
）とunfold状態の値（Iu ）を外挿して求め、下式から計算されるFの値を縦
軸にプロットした。Ca２＋非存在下（－Ca２＋）、および 5 mM Ca２＋存在下
（＋Ca２＋）におけるF値の温度変化を示してある。 

F ＝（ obs － If ）／（ Iu － If ） 
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（問題） 
 
（１）下線部(a)について、以下の小問に答えよ。 

A. これを引き起こすイオンチャネルの名称を答えよ。 
B. 通常の細胞内Ca２＋濃度として最も適当なものを次から選べ。 
  (i) 10－３～10－４M  (ii) 10－５～10－６M  (iii) 10－７～10－８M  
C. Ca２＋流入が起きた際の細胞内Ca２＋濃度として最も適当なものを次
から選べ。 

  (i) 10－２M  (ii) 10－４M  (iii) 10－６M  
（２）下線部(b)について、以下の小問に答えよ。 

A. シナプス小胞の形成過程や神経伝達物質の放出過程には単量体型
（低分子量）Ｇタンパク質が機能する。どのサブタイプ（サブファ

ミリー）の単量体型Ｇタンパク質か、その名称を１つ記せ。 
B. シナプス小胞に含まれる神経伝達物質の名称を２つ記せ。 

（３）下線部(c)について。同様の細胞小器官の名称をシナプス小胞以外で２
つ記せ。 

（４）下線部(d)について、以下の小問に答えよ。 
A. C2領域以外で、細胞内タンパク質にしばしば見られるCa２＋結合領
域の名称と、それを持つタンパク質の名称を１つずつ挙げよ。 

B. C2 領域を持つ酵素を１つ挙げ、それが触媒する反応を、すべての
基質および生成物を含めた反応式の形式で記せ。 

（５）下線部(e)について。この変異を起こした塩基置換（１塩基置換とする）
はどのような置換であると考えられるか。解答は、括弧内のアミノ酸の

置換と同じ形式で記せ。 
（６）下線部(f)について。CDスペクトルはタンパク質のどのような構造を反

映しているか。１行で答えよ。 
（７）下線部(g)について。この差だけが 2 ヶ所の波下線部の表現型をもたら

す要因であると仮定する。変異型タンパク質の性質と波下線部の表現型

の関係を５行程度で説明せよ。 
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[第５問] 

 

次の文を読み、問題（１）～（４）に答えよ。 

 一倍体の出芽酵母に変異原処理を行い、25℃では増殖でき、36℃では増殖で
きない温度感受性変異株を選別した結果、４つの変異株 a、b、c、dが得られた。
遺伝学的解析から、これらの変異はすべて劣性で、それぞれ異なる遺伝子 A、B、
C、Dにおける変異であることが分かった。これらの変異株の制限温度（増殖で
きなくなる最低の温度）を詳しく調べると、それぞれ 32℃、36℃、32℃、32℃
であった。野生株とこれらの変異株を 25℃から 36℃にシフトして一定の時間を
おいた後に、１細胞あたりの DNA含量、および細胞のサイズをフローサイトメ
ーターにより測定すると、図１のような結果が得られた。なお、25℃では各変
異体の細胞のサイズは野生型と同じであった。 

 

 

 

（問題） 

 

（１）遺伝子 A、B、Cから産生されるタンパク質の細胞内での機能について具
体的にどのようなものが予想されるか、代表的な例をそれぞれ１つ記せ。

また、これらの温度感受性変異株において、制限温度下で細胞のサイズ

が増大したことは何を意味するか、簡潔に説明せよ。 
（２）遺伝子 A、B がともに変異した二重変異株（一倍体）において、34℃に

シフトして十分時間をおいた後の、細胞あたりの DNA含量と細胞のサイ
ズはどのようになると考えられるか。それぞれについて図１のパターン

の中から選び、また選んだ理由を簡潔に述べよ。 
（３）野生型の遺伝子 Cをクローニングする方法について簡潔に述べよ。また、

遺伝子 Cを、a、b、c、dの４つの変異株すべてにおいてプラスミドベク
ターを用いて過剰発現させ、制限温度で培養した。変異株 c に加えて増
殖できる可能性がある変異体はどれか。また、この変異体が増殖できた

場合、その原因遺伝子と遺伝子 Cとの関係を述べよ。 
（４）翻訳開始因子をコードする遺伝子に変異をもつ温度感受性変異株におい

て、制限温度に移して十分時間をおいた後の、細胞あたりの DNA含量と
細胞のサイズはどのようになると予想されるか。それぞれについて図１

のパターンの中から選び、また選んだ理由を簡潔に述べよ。 
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図１　制限温度で培養後の細胞あたりのDNA含量
　　　および細胞のサイズを測定したヒストグラム
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［第６問］ 
 
次の文を読み、問題（１）～（５）に答えよ。 
 

動物は、種々の病原体から身を守るために、免疫系を備えている。免疫系は、

自然免疫系と獲得免疫系に大きく分かれている。自然免疫系は、非特異的に広

範な病原体に対しその作用を発揮するが、共通の構造パターンを持つ分子を発

現する複数の病原体に対して作用することが知られている。一方、獲得免疫系

は個別の病原体に対して特異的な強い作用を発揮するのが特徴である。 

 

 

（問題） 

 

（１）哺乳類の自然免疫系と獲得免疫系のそれぞれにおいて、病原体などの異

物を認識する分子(タンパク質)の名称と構造上の特徴を述べよ。なお、

獲得免疫系については抗体以外の分子を挙げよ。 

 

（２）ヒトがインフルエンザウイルスに感染したときに起こる防御反応を、経

時的に、３行程度で説明せよ。 

 

（３）サイトカインはウイルスや細菌感染などを引き金として産生される生理

活性物質であり、感染防御に重要な役割を果たしている。サイトカイン

の例を 1 つ挙げ、その産生の引き金を引く分子機構と感染防御における

役割を、合計４行程度で述べよ。 

 

（４）病原体などに対する抗体産生は、T細胞、B細胞、抗原提示細胞の協力に
よって行われる。タンパク質が抗原となる場合を例として、IgG が産生
されるまでの過程と機構を５行程度で説明せよ。 

 

（５）獲得免疫系において、自己と非自己（病原体など）を区別することはき

わめて重要なプロセスである。この制御に異常があると免疫系が自己を

攻撃すること（自己免疫）が引き起こされる。自己免疫を防ぐ機構につ

いて４行程度で説明せよ。また、どのような場合に自己免疫が引き起こ

されるかについて３行程度で説明せよ。 
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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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草稿用紙 ２（切り離さないで用いること） 
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