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［注意事項］ 

  1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはならない。この冊子は、

表紙および草稿用紙６枚を含めて計２６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８問ある。そのうちから５問を選んで解答せよ。生物情報科学問

題群にまたがって解答した場合には、全ての答案を無効とする。 

  4. 答案用紙は、各問につき１枚、合計５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受験番号および氏名を必ず記入すること。 

  6. 各答案用紙の問題番号欄から問題番号をひとつだけ選んで〇で囲むこと。問題

番号が〇で囲まれていない答案や複数の問題番号を〇で囲んである答案は、無

効とする。 

  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、答案用紙に受験番号および氏名を記入し、問題番号を

〇で囲んで提出すること。 

 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する。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Ａ１問］ 

 

次の文を読み、問題（１）～（４）に答えよ。 

 

ヒトの体細胞では、年齢とともに二本鎖切断の非相同末端結合(NHEJ)による修

復で、変異が蓄積する。ヒトの初代培養細胞の研究からは、NHEJ による不正確

な修復が、70 歳に至るまでの間にゲノム中に 2,000 箇所生じることが推定され

ている(a)。 

 

変異の蓄積には DNA のメチル化も大きな影響を持つ。真核生物の DNA 修復（塩

基除去修復）には、シトシン（C）の脱アミノ化によって生じたウラシル（U）

を C に修復する機構が存在する。ところが、５メチルシトシン（5mC）が脱ア

ミノ化するとチミン（T）になり、この機構では修復されない。そのため、脊椎

動物のゲノムでは、あるジヌクレオチド配列の出現頻度が、ゲノム全体の塩基

組成から予測される値よりも極端に尐ない(b)。脊椎動物ゲノム中にはこの希尐ジ

ヌクレオチド配列が高密度で存在する領域(c)があり、それらはハウスキーピング

遺伝子（細胞の生存に必須のタンパク質をコードし、そのためほとんどの細胞

で転写されている一群の遺伝子）のプロモーター周辺にあることが多い。 

 

ゲノム DNA 中のメチル化部位を同定するには、亜硫酸水素ナトリウム（sodium 

bisulfite）処理がよく用いられる。この処理によって、C が U に変換されるのに

対して、5mC は 5mC のままで U に変換されない。この性質を利用すると 5mC

の位置を特定することができる(d)。 

 

（問題） 

 

（１）下線部(a)について、これらの変異はランダムに生じ、ヒトゲノムのうち

1.5%がタンパク質をコードする部分であるとする。このとき、何個くら

いの遺伝子のタンパク質コード部分に変異が蓄積するか推定せよ。 

 

（２）下線部(b)について、このジヌクレオチド配列を記し、なぜそれが選択的

に減尐したのか、理由を３行以内で述べよ。 

 

（３）下線部(c)について、このような領域を何と呼ぶか。また、なぜそれがハ

ウスキーピング遺伝子のプロモーター周辺に多く見出されるのか、理由

を５行以内で考察せよ。 
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（４）下線部(d)について、下に示す二つの塩基配列に挟まれた領域のメチル化

状態をヒト体細胞において調べることにした。 

       

5’-GGG CCC ATG CTC -------//-------- CAA CAG AAG TGA CCT-3’ 

 

      この時、以下の小問 A～C に答えよ。 

A. ヒト体細胞ゲノム DNA からこの領域を増幅するのに最も適したプラ

イマー対を下記の（あ）～（く）の中から一組選べ。 

 

（あ）5’-GGG CCC ATG CTC-3’  （い）5’-CAA CAG AAG TGA CCT-3’ 

（う）5’-CCC GGG TAC GAG-3’  （え）5’-GTT GTC TTC ACT GGA-3’ 

（お）5’-CTC GTA CCC GGG-3’  （か）5’-AGG TCA CTT CTG TTG-3’ 

（き）5’-GAG CAT GGG CCC-3’  （く）5’-TCC AGT GAA GAC AAC-3’ 

 

B. 亜硫酸水素ナトリウム処理したヒト体細胞ゲノム DNA からこの領域

を増幅するのに適したプライマー対を下記の（あ）～（た）の中から

二組選べ。 

 

（あ）5’-GGG TTT ATG TTT-3’  （い）5’-TAA TAG AAG TGA TTT-3’ 

（う）5’-TTT GGG TAT GAG-3’  （え）5’-GTT GTT TTT ATT GGA-3’ 

（お）5’-TTT GTA TTT GGG-3’  （か）5’-AGG TTA TTT TTG TTG-3’ 

（き）5’-GAG TAT GGG TTT-3’  （く）5’-TTT AGT GAA GAT AAT-3’ 

（け）5’-AAA CCC ATA CTC-3’  （こ）5’-CAA CAA AAA TAA CCT-3’ 

（さ）5’-CCC AAA TAC AAA-3’  （し）5’-ATT ATC TTC ACT AAA-3’ 

（す）5’-CTC ATA CCC AAA-3’  （せ）5’-AAA TCA CTT CTA TTA-3’ 

（そ）5’-AAA CAT AAA CCC-3’  （た）5’-TCC AAT AAA AAC AAC-3’ 

 

C. Aで選んだプライマー対を用いてヒト体細胞ゲノムDNAから増幅され

た産物をシークエンスすると、下線を付した配列が見出された。 

 

5’-GGG CCC ATG CTC -----//----- TCA CCG ATG GCC ACT 

-----//----- CAA CAG AAG TGA CCT-3’ 

 

次に、B で選んだ二組のプライマー対を用いて、亜硫酸水素ナトリウ

ム処理したヒト体細胞ゲノム DNA からこの領域を増幅して、シークエ

ンスすることにした。この領域がメチル化されていた場合には、下線

を付した配列はそれぞれどのような配列として決定されると考えられ

るか。5’-XXX XXX XXX XXX XXX-3’の形で書き記せ。 
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［第Ａ２問］ 

 

次の文を読み、問題（１）～（５）に答えよ。 

 

タンパク質を用いた実験を行う場合、タンパク質は通常緩衝液に溶かして調べ

られる。一般によく用いられる PBS（phosphate buffered saline/リン酸緩衝生理食

塩水）の組成は下記の通りである。 

 

成分 濃度（mM） 

NaCl 137 

KCl 2.7 

Na2HPO4 8.1 

KH2PO4 1.5 

 

1 L の PBS は、NaCl（化学式量 58.4） あ  g、KCl（化学式量 74.6） い  g、

Na2HPO4·12H2O（化学式量 358） う  g、KH2PO4（化学式量 136） え  g をそ

れぞれ超純水に溶かして作られる。 

 

タンパク質間の結合と解離は、タンパク質の機能にとって重要である。タン

パク質 A とタンパク質 B が結合する場合、その結合の強さを示す定数は以下の

ように表される。ここでは、溶液中に存在する遊離のタンパク質 A の濃度を[A]、

遊離のタンパク質 B の濃度を[B]とし、タンパク質 A と B の複合体の濃度を[AB]

とする。両者の結合の強さは、以下のように表される。 

 



Ke 
AB 
A  B 

 

 

これを A と呼ぶ。またその逆数を B と呼ぶ。 

A の 2 μM 溶液と B の 2 μM 溶液を等量混合し、A と B の結合と解離が平衡に

達したとする。Keが



11010/M のとき、生成される AB の濃度は  C  μM であり、

A と B の濃度はそれぞれ  D  μM である。また、Ke が



1106/M のとき、生成さ

れる AB の濃度は  E  μM であり、A と B の濃度はそれぞれ  F  μM である。 

Ke が未知の場合、精製したタンパク質 A と B があれば Ke を実験的に求めるこ

とができる。そのためには、A と B を反応させた後の A、B、AB の濃度のうち、

G ア. 一つ、イ. 二つ、ウ. 全部 を知る必要がある。 
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タンパク質間の結合の多くは、特有の立体構造を持つドメインと、その短い

結合配列を持つペプチド鎖の間の非共有結合によって生じる(a)。このような例は、

細胞内シグナル伝達を担うタンパク質に多く見られる。 

細胞において、タンパク質 A および B の結合の意義を理解するためには、タ

ンパク質 A と B が実際に機能する場所での局所的な濃度を知ることが大切であ

る(b)。A と B の局所濃度と Ke から、その場での AB 複合体の濃度を推定できる。 

 

（問題） 

 

（１） あ ～ え に該当する数字を記せ。 

 

（２） A ～ G に該当する語句や数字を記せ。ただし、 G については適切な

ものを選択肢ア～ウの中から選べ。 

 

（３）下線部(a)に関して、このような結合様式を持つタンパク質ドメインの名

前を一つ挙げて、その結合配列の特徴について１行で述べよ。 

 

（４）（３）で挙げたタンパク質ドメインとその結合配列を介して相互作用す

るタンパク質のペアについて具体例を一つ示せ。更に、その例がどのよう

な細胞機能に関与しているかを１行で述べよ。 

 

（５）下線部(b)に関して、細胞内のある特定のタンパク質の局所濃度を測定す

る方法を３～５行程度で述べよ。 
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［第Ａ３問］ 

 

次の文を読み、問題（１）～（７）に答えよ。 

 

 NAD
+は（ア）という化合物名の略語に基づく名称で、NADH はその還元型を

表す。NADP
+は、NAD

+分子に２個含まれる五員環の単糖（イ）の一つの水酸基

に（ウ）基が結合して生成し、その還元型が NADPH である。NAD
+と NADP

+

は、自らの酸化還元に伴って、いずれも分子中の（エ）環の構造が変化する。

酸化還元に伴う構造変化は互いに似ているが、細胞において NADP
+と NAD

+の

果たす役割は互いに大きく異なる。すなわち（オ：NADH・NADPH）は、高い

エネルギーを持つ生体分子を酸化して ATP を産生する、いわゆる異化反応にお

いて重要な役割を果たすのに対し、（カ：NADH・NADPH）は主に、高いエネ

ルギーを持つ生体分子の合成反応（同化反応）において重要な役割を果たす(a)。

NAD
+と NADH、あるいは NADP

+と NADPH の変換を触媒する酵素は、（キ：

酵素名）と総称される一群の酵素である。一方、NAD
+を（ウ）化して NADP

+

を合成する酵素（ク）は、NADP
+を必要とする組織に豊富に存在する。NADPH

は主に（ケ）回路で NADP
+から産生する。 

 

（問題） 

 

（１）文中の（ア）〜（ケ）に適当な語句を入れよ。（オ）と（カ）について

はカッコ内の語句のいずれか適切な方を選んで記せ。 

 

（２）NADP(H) と NAD(H) の酸化還元電位はほぼ同じであるが、その理由を両

者の構造をもとに考察せよ（１行以内）。NADP(H) と NAD(H)は同じ酸化

還元電位を示すにもかかわらず、全く異なる作用をもつ理由を説明せよ（１

行以内）。 

 

（３）下線部(a) で、分子（カ）を利用して生合成される生体物質としてコレス

テロールや脂肪（酸）が挙げられるが、これらを合成する主要な器官ある

いは組織を一つ記せ。これに対して、エネルギー代謝が活発な器官あるい

は組織も一つ挙げ、両者で（NADPH＋NADP
+）と（NADH＋NAD

+）の相

対的な比率がどのように異なるかを考察せよ（３行以内）。 
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（４）グルコースが数段階の酵素反応を経てピルビン酸に変換される解糖系に

おいて、1 モルのグルコースから何モルの分子（オ）が生成するか。この

過程で、分子（オ）の他に生成する活性型運搬体分子（activated carrier 

molecule）は何か。 

 

（５）ピルビン酸 1 モルがミトコンドリアに取り込まれ、クエン酸回路に入っ

て回路が一周すると、何モルの分子（オ）が生成するか。この過程で、分

子（オ）の他に生成する２種類の活性型運搬体分子を記せ。 

 

（６）前問（５）で生成した活性型運搬体分子が最終的に ATP に変換される過

程を、「電子伝達系」「濃度勾配」「酸化的リン酸化」という言葉を使っ

て説明せよ（５行以内）。 

 

（７）細胞における NADH と NAD
+の比（NADH/NAD

+比）は１より小さいが、

細胞質での NADH/NAD
+比（10

–3 のオーダー）に比べてミトコンドリアマ

トリックスでの NADH/NAD
+比は相対的に大きい。この理由を考察せよ（２

行以内）。 
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［第Ａ４問］ 

 

次の文を読み、問題（１）～（６）に答えよ。 

 

フェニルアラニンヒドロキシラーゼ（以下 PAH）は、図１A に示した反応を

触媒する四量体酵素であり、その単量体は図 1B に示した構造をもつ。PAH は、

基質であるフェニルアラニン（L-Phe）とあらかじめインキュベートしておくと

酵素活性の上昇が見られる（表１）が、その機構は完全には解明されていない。

また、PAH の酵素学的性質は点突然変異によって変化(a)し（表１）、これには、

コンフォメーションやその動的性質の変化も原因となる。最近、コンフォメー

ションの動的性質を調べるために、ポリペプチド鎖の主鎖に含まれる水素原子

（H）が重水中で重水素（D）に交換(b)される反応速度が解析された。 

この実験では、まず PAH を中性の重水（D2O）中にさまざまな時間おき、そ

の後、低温（0°C）の酸性（pH 2.4）溶液（軽水）でクエンチする。次に、ペプ

シンで短時間消化し、生じたペプチドを逆相クロマトグラフィーで分離した後、

質量分析する。この際、重水素に交換されたタンパク質末端やアミノ酸残基側

鎖の水素原子は、クエンチの過程で直ちに軽水素に戻る（逆交換される）が、

主鎖の水素はこの条件（低温、低 pH、短時間）であればほとんど逆交換されな

い。これら主鎖の水素は、置かれている環境によって重水素への交換速度が異

なるので、コンフォメーションの動的性質（可動性）や、それに対するフェニ

ルアラニンの効果を見ることが可能である。その結果の一部を図２に示した。 

 

 
A 

フェニルアラニン ＋ BH4 ＋ O2 チロシン ＋ q-BH2 ＋ H2O

 

 
B   

Ｎ末端ドメイン 触媒ドメイン Ｃ末端ドメイン

142/143 410/411 4521

 

 

 図 1．PAH が触媒する反応（A）とサブユニットの構造（B）。A：BH4（テトラヒド

ロビオプテリン）は、補酵素であるが反応に直接加わる。q-BH2（キノノイドジ

ヒドロビオプテリン）は、BH4の酸化型。B：数字はアミノ酸残基番号である。 
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表 1．野生型 PAH と変異型 PAH の酵素学的性質 

   酵素       比活性       S0.5 (L-Phe)  Km (BH4)   Hill 係数 (L-Phe) 

            活性化なし L-Phe 活性化後 

  野生型   700   1905  135      27   2.0 

 

  変異型   450       381  160      40   1.0 

 

注：比活性（1 mM L-Phe, 75 μM BH4で測定）の単位は nmol Tyr/min/mg 

S0.5は Vmaxの1/2を与える基質（L-Phe）濃度（μM） 

KmはBH4に対する値（μM） 

 

 

 

 

 

図２．重水素への交換の経時変化。番号は各ペプチドの PAH のアミノ酸残基番号（図

１B 参照）。縦軸は、各ペプチドの交換可能な H のうち D に交換された割合。横軸は、

時間（対数目盛、単位は分）。白丸は L-Phe 非存在下、黒丸は 1 mM L-Phe 存在下。
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（問題） 

 

（１）表１について。表１およびその注にある次の酵素パラメーターをそれぞ

れ１～２行で説明せよ。 

A．Km 

B．Hill 係数 

C．Vmax 

 

（２）下線部(a)について。ヒトにおいて、PAH がこの変異型のように変わると、

代謝異常が起こり、体内に L-Phe が蓄積する（フェニルケトン尿症）。表

１に示した野生型酵素と変異型酵素の酵素学的性質のどのような違いが、

フェニルアラニン代謝にどのような影響を与えていると考えられるか、３

行程度で述べよ。また、この変異をもつ個体に BH4 を投与すると症状が改

善されるが、その理由を考察し、２行程度で述べよ。 

 

（３）下線部(b)に関して、ポリペプチド鎖の構造を２アミノ酸残基分描き、交

換される主鎖の水素原子を丸で囲んで示せ。なお、二つの残基の側鎖は R1

および R2 と記せ。 

 

（４）次のペプチド（一文字表記）を重水中に置いたとき、重水素に交換され

うる水素原子はいくつ存在するか。ただし、両末端および側鎖は除いた主

鎖のみを考慮するものとする。 

 

       ANDPRGRAMEPST 

 

（５）図２において、二つのペプチドでは重水素への交換が L-Phe の存在の有無

に関係なくほとんど見られない。どのペプチドがそうか。また、これらの

ペプチドの高次構造やペプチドが置かれている環境に起因する、交換され

にくくなっている原因を二つ推測し、それぞれ１行で述べよ。 

 

（６）図２から、N 末端ドメインの触媒活性に対する作用を一つ予想して、２

行程度で述べよ。また、その作用に対してフェニルアラニンはどのような

影響を与えると考えられるか。 
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［第Ａ５問］ 

 
次の文を読み、問題（１）～（６）に答えよ。必要であれば、対数表を用いよ。 

 

細胞はタンパク質を含む脂質二重層からなる細胞膜に包まれており、細胞外

とは異なる一定の環境を保っている。これは、膜に埋込まれた膜輸送体が、イ

オンや糖、代謝産物などの輸送を厳密に制御しているためである。膜輸送体に

は、輸送基質の電気化学勾配にしたがって輸送するチャネル(a)と、ATP 等の加水

分解エネルギーを用いて電気化学勾配に逆らって輸送を駆動するポンプなどが

ある。 

細胞膜を介して輸送基質 1 モルが移動する際の自由エネルギー変化は次の式

で表される。 

 

ΔGconc = −RT ln[Co/Ci] 

［Coと Ci は、それぞれ細胞外部と細胞内部の輸送基質濃度］ 

 

また、輸送基質がイオンで、内外の電位差（膜電位）が V である細胞の膜を

通過する際には、輸送基質１モルあたり、次の式で表される自由エネルギー変

化が生じる。 

 

ΔGvolt = zFV 

［z はイオンの価数、F はファラデー定数、V は膜電位で（内部電位）−（外部

電位）］ 

 

濃度と電位の差によるこれらのエネルギーがちょうど釣り合うと、イオンの

正味の移動がなくなる平衡状態になり、この時の膜電位をそのイオンの平衡電

位(b)という。 

Na
+-K

+ポンプは、ATP の加水分解エネルギーを用いて、電気化学勾配にさか

らって３個の Na
+を細胞外に、２個の K

+を細胞内に輸送し、細胞内イオン環境

の形成に重要な役割を持っている。動物細胞は、細胞がつくるエネルギーの約

1/3 をこのようなポンプを駆動するために用いて、細胞内外のイオン濃度差を作

りだしている。しかし、このポンプは、逆反応によって ATP を生成することも

可能である。Na
+と K

+の濃度を変えて電気化学勾配によるエネルギーを ATP の

加水分解の化学エネルギーよりも大きくすると、これら２種の陽イオンは電気

化学勾配にしたがって輸送され、ADP とリン酸から ATP が合成される(c)。 

一方、チャネルは、ポンプが作りだした電気化学勾配をさまざまな細胞生理

現象に結びつけており、その性質は輸送基質やチャネルの分子種に応じて異な

る。ある Ca
2+チャネルを細胞に発現させ、取り出した細胞膜に含まれる Ca

2+チ

ャネル(d)の活性をパッチクランプ法によって測定した。図１は膜電位 V を変え

た時に流れる電流 I を測定した結果（I-V 曲線）である。さらにこれらを解析し

て、このイオンチャネルが開いている確率（開口確率 open probability、Po）と膜

電位 V との関係を求めたところ、図２の結果が得られた。 
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（問題） 

 

（１） 下線部(a)について。イオン以外の分子を輸送するチャネルと輸送基質の

名称を一組記せ。 

 

（２） 下線部(b)について。哺乳類細胞が一般的に置かれている K
+濃度は、細

胞外がおよそ 5 mM で、細胞内がおよそ 140 mM である。このときの K
+

の平衡電位を求めよ。ただし、温度は 27°C、F を 2.3 × 10
4
 cal·V

−1
·mol

−1、

気体定数 R を 2 cal·mol
−1

·K
−1 とし、計算式も記せ。 

 

（３） 下線部(c)について。膜電位を−70 mV に固定し、細胞内の K
+濃度を 140 

mM、Na
+濃度を 10 mM、細胞外の K

+濃度を 1 mM にした場合、細胞外の

Na
+濃度を何 mM 以上にすれば、通常とは逆の輸送が起きて ATP が生産

されるようになるか。ただし、温度は 27°C で、ATP の γ リン酸基の加水

分解のエネルギーを 7.3 kcal·mol
−1 とし、計算式も記せ。 

 

（４） 下線部(d)について。取り出した細胞膜に含まれている Ca
2+チャネルの数

を N、膜輸送体のコンダクタンス（抵抗の逆数；単位ジーメンス S = A/V）

を γ としたとき、I は次の式で表される。（A）に当てはまる式を書け。 

 

       I =    (A)   (V − Vrev)  

［Vrevはその膜輸送体の逆転電位と呼ばれる］ 

 

（５） 図１と図２から、この Ca
2+チャネルの膜電位−40 mV におけるコンダク

タンス γ を求めよ。また、膜電位が−40 mV のとき、1 秒間にこのチャン

ネルを介して何個の Ca
2+が通過するか。ただし、N = 1、電子の電荷を−1.6 

× 10
−19 クーロン（C）とし、計算式も記せ。 

 

 

（６） 文中のNa
+-K

+ポンプの膜電位−40 mVにおけるコンダクタンスが 0.01 fS

であったとする。この膜輸送体が 1 秒間に輸送する Na
+と K

+の数をそれ

ぞれ求めよ。また、（５）で求めた Ca
2+チャネルとの単位時間当たりの

輸送量の違いが生じる要因を、輸送基質（イオン）の違い以外に関して

３行以内で説明せよ。 
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[第Ａ６問] 

 

次の文を読み、問題（１）～（５）に答えよ。 

 

哺乳類のさまざまな組織には体性幹細胞（組織幹細胞）が存在する。胚盤胞

の内部細胞塊などから作られる [ A ]細胞は全ての組織の細胞に分化すること

ができるが、体性幹細胞は分化できる細胞の種類が限定されている。表皮や毛

髪などを作り出す体性幹細胞（皮膚幹細胞）は毛隆起（バルジ、図１参照）に

存在するが、これは以下の実験によって確認された。つまり、マウスに BrdU（ブ

ロモデオキシウリジン）(a)を３日間にわたって投与し、その後、BrdU を投与せ

ずに８週間待ってから、BrdU で標識された細胞の局在を調べた。その結果、毛

隆起に BrdU 標識細胞が存在していたことから、本領域に幹細胞が存在すること

が示唆された(b)。 

表皮を構成する角化細胞（ケラチノサイト）が誕生する過程は以下のように

考えられている。皮膚幹細胞の分裂によって生じた子孫細胞の一部 (transit 

amplifying cell、TA 細胞(c)）が、毛隆起から表皮の基底細胞層（表皮の最下層に

位置し、基底膜と接する細胞層）に移動し、自己複製してその数を増やしたり、

または非対称分裂によって角化細胞を生み出す。角化細胞はその後、表皮の表

面へとせり上がっていき、最終的に体表から剥がれ落ちる(d)。ヒトの場合、約１

カ月で表皮は交代する。 

 

（問題） 

 

（１）文中の[ A ]に入る最も適当な語句を記せ。 

 

（２）下線部(a)について、BrdU によって細胞が標識される仕組みを１行で述べ

よ。 

 

（３）下線部(c)について、TA 細胞と幹細胞の特徴について、その違いを２点挙

げ、それぞれ 1行程度で述べよ。 

 

（４）下線部(b)について、３日間の BrdU 投与直後には、図２のような BrdU 標

識細胞の分布が観察された。一方、その後８週間待った場合は、図３の

ような BrdU の分布が観察された。BrdU 標識細胞の分布が図２と図３の

ように異なった理由を４行程度で説明せよ。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%83%9A%E6%80%A7%E5%B9%B9%E7%B4%B0%E8%83%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E5%8C%96
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（５）下線部(d)について。胎生 12.5 日のマウスでは、表皮は基底膜に接する 1

層の細胞のみからなる。発生の進行に伴い、角化細胞が誕生して多層構

造が形成されることが知られている。この表皮の発生過程(胎生 12.5 日

から胎生18.5日)において、基底膜上で分裂しているTA細胞を観察した。

その結果、基底膜に対して分裂面が垂直の細胞と水平な細胞が観察され

た（図４を参照）。これら細胞の割合を調べたところ、表１に示した結

果を得た。この結果から、TA 細胞の分裂軸と娘細胞の運命との関連につ

いて推測されることを、４行程度で述べよ。 
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［第Ａ７問］ 

 

次の文を読み、問題（１）〜（４）に答えよ。 

 

私たちは神経系の働きにより外界を認識したり、体の動きを制御したり、ある

いは考えたりすることができる。脊椎動物の神経系は、脳や脊髄からなる［Ａ］

神経系及び［Ａ］神経系と体の各部位を結ぶ［Ｂ］神経系に大別される。発生

の過程では［Ａ］神経系は［Ｃ］胚葉に由来し、［Ｄ］と呼ばれる中空の管状

構造として形成される。［Ｄ］には［Ｅ］細胞と呼ばれる細胞が分化し、［Ｅ］

細胞は非対称分裂により［Ｅ］細胞自身と様々な種類の神経細胞を産生する。

神経細胞は［Ｆ］および［Ｇ］を伸ばし神経回路を形成する。この時、神経細

胞同士は［Ｈ］とよばれる接合装置を介して情報伝達を行う。神経回路を形成

するために神経細胞は、正確な目標に向かって［Ｆ］を伸ばす必要がある。脊

髄の背側には交連神経と呼ばれる神経細胞が形成され、最も腹側に位置する底

板と呼ばれる領域に［Ｆ］を伸ばす（図１）(a)。この機構は神経回路形成メカニ

ズムを理解するためのモデルとして盛んに研究されている。 

 

（問題） 

 

（１）［Ａ］から［Ｈ］を最も適切な語句で埋めよ。 

 

（２）下線部(a)に関して、底板の細胞に交連神経の［Ｆ］を誘引する働きがあ

ると考えた。このことを示す実験を考え、３行以内で述べよ。 

 

（３）下線部(a)に関して、底板の細胞はタンパク質 X を細胞外に分泌し、これ

が交連神経の［Ｆ］を誘引すると考えた。このタンパク質 X を同定し、［Ｆ］

を誘引する性質があることを示したい。そのための実験を考え、５行以内

で述べよ。 

 

（４）タンパク質 X は底板の細胞から分泌されて、腹側から背側に向かって低

くなる濃度勾配を形成し、交連神経はこの濃度勾配を読んで、より濃度の

高い方に［Ｆ］を伸ばすと考えられる。そこで、①このタンパク質 X が細

胞外に分泌されることを示し、次に②このタンパク質 X が脊髄で実際に、

濃度勾配を形成していることを示したい。①および②を示す実験をそれぞ

れ３行程度で述べよ。 

 

 



生物化学-19 

 

背側
脊髄

腹側

底板

交連神経

 

 

図１ 発生期の脊髄横断面における交連神経の模式図 

脊髄の背側に位置する交連神経の［Ｆ］は腹側の底板に向けて伸長する。 
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［第Ａ８問］ 

 

分子生物学研究で日常的に用いられる技術の多くは生物学のさまざまな分野

の研究で得られた知見が応用されたものである。それらをよく理解して使いこ

なし、さらに新たな技術を開発するには幅広い知識が必要となる。こういった

身近な例の一つとして、大腸菌が抗生物質テトラサイクリンへの耐性を発揮す

る機構を応用してマウスなどで遺伝子発現の人為的制御を行う実験系（Tet シス

テム）がよく知られている。 

 

次の文を読み、問題（１）～（５）に答えよ。 

 

図１は大腸菌のタンパク質合成を

阻害する薬剤テトラサイクリン(a)に

対する耐性を付与するための制御機

構の模式図である。TetA はテトラサ

イクリンを細胞外に排出する機構を

もつトランスポーターである。TetR

は Tet リプレッサーとも呼ばれ、通常

は DNA の O1、O2(b)の領域（tetO と

も呼ぶ）に結合しているが、テトラサ

イクリンが結合するとDNA から離れ

る。これにより tetA 遺伝子が発現し

てテトラサイクリンが排出される。 

これを真核生物に応用したのが tTA である。テトラサイクリンは真核生物の

タンパク質合成を阻害しないので、人為的な制御のための試薬として使うこと

ができる。ただし、転写制御機構が真核生物と原核生物とで異なるのでこのま

までは使えない。そこで、ヘルペスシンプレックスウイルス(HSV)の転写因子

VP16 の転写活性化ドメインを TetR に結合させた。これが tTA である。一方、

人為的制御下で発現させたい遺伝子のオープン・リーディング・フレーム上流

に tetO（上記 O2 領域）とプロモーター機能に必要な最小限の配列（ミニマルプ

ロモーター）を結合する。これによって、テトラサイクリンの添加により発現

が ON／OFF できるようになった。 

次に開発されたのが rtTA である。これは、テトラサイクリンの有無による制

御を tTA とは逆転させた reversed tTA の略名である。この開発の鍵となったのは

テトラサイクリンによる制御を逆転させた TetR 変異体、つまりテトラサイクリ

ン非存在下では tetO に結合せず、テトラサイクリン存在下で tetO に結合する変

異型 TetR（rTetR）の取得である。クローニングされた tetR 遺伝子 DNA にラン

図１ テトラサイクリン耐性制御機構 
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ダムに変異を生じさせ(c)、これをプラスミドにつないで大腸菌に導入しスクリー

ニングした(d)結果、４アミノ酸の置換を持つ rTetR が得られた。これに VP16 の

転写活性化ドメインを結合したものが rtTA である。 

 

（問題） 

 

（１）下線部(a)に関する以下の文の括弧( I )( II )( III )に入れるのに最も適当な語

句または文字を答えよ。 

 

「テトラサイクリンは、30S リボソームに結合することにより、A サイト

への( I )の結合を阻害する。したがって、タンパク質合成中にテトラサイ

クリンが加えられると、( II )サイトの( III )に結合した合成中のペプチド鎖

はそれ以上伸長しなくなる。」 

 

（２）下線部(b)について。原核生物の遺伝子発現の制御に関わる O1 や O2 のよ

うな制御 DNA 領域を一般的に何と呼ぶか。一語で答えよ。 

 

（３）下線部(c)では DNA にランダムな変異を導入するために PCR（polymerase 

chain reaction）法が用いられた。この方法でより効率よく変異を生じさせ

るためには、どのような性質をもつ DNA ポリメラーゼを用いたらよいか。

2 行以内で答えよ。 

 

（４）下線部(d)では、ランダムに変異の入った tetR 遺伝子をもつプラスミドプ

ールの中から、下記の性質を持つ大腸菌 X 株を利用して、求める tetR 変

異体をスクリーニングした。求める tetR 変異体（rtetR）を取得するための

スクリーニング方法を考え、手順を説明せよ。ただし、tetR をもつプラス

ミドは培地にアンピシリンを加えることにより選択できる。また、どのよ

うな大腸菌も生育できる通常培地を培地 L と呼ぶことにする。培地 L、M

には必要に応じてテトラサイクリン、アンピシリン、試薬 G を添加するこ

とができる。 

 

＜大腸菌 X 株の性質＞ 

・常にテトラサイクリン耐性である。 

・ゲノム中に tetO 配列をもち、ここに(変異)TetR が結合したときのみ培

地 M で増殖できる。 

・ゲノム中にもう一か所 tetO 配列をもち、ここに(変異)TetR が結合して

いないときのみ試薬 G を含む培地でコロニーが青くなる。そうでなけ
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ればこの培地上でのコロニーは白くなる。 

 

（５）図２および図３は Tet システムをマウスに用いた実験の例である。よく知

られたがん遺伝子 H-Ras の G12V 変異型（GTPase 活性を失い構成的な活

性をもつ）は腫瘍形成を引き起こすことが知られているが、腫瘍の増殖を

継続させるためにも必要かどうかを調べることを目的とした。

H-Ras(G12V)を Tet システムに組み込んでトランスジーンとして持たせた

マウスを作成した（図２）（ただしこのマウスはがん抑制遺伝子 INK-4a

も欠失させてある）。これらのマウスは特定の条件下で、ある頻度で腫瘍

を生じた。生じた腫瘍のうち一つについて、日数を追って腫瘍のサイズを

測定した結果が図３である。ただし、図３の A および B はマウスの飲用

水にドキシサイクリン（テトラサイクリンと同様の作用をもつ）を添加、

または不添加のいずれかとした。 

 Tet システムの性質から考え、図２の 1A または 1B、および、図３の a

または b のうち正しい組み合わせを以下のア～エから二つ選べ。 

 

ア 1A & a  イ 1A & b  ウ 1B & a  エ 1B & b 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ ドキシサイクリン処理による

腫瘍のサイズ変化 

図２ 導入したトランスジーン（二つ

のトランスジーンをもたせた） 

（注）Tyr promoter：メラノサイトに

発現誘導するプロモーター。こ

の実験で生じた腫瘍はすべて

メラノーマである。 

pA：ポリ A 化（転写終結）シグ

ナル 
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