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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。生物化学問題群

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Ｂ１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Ｂ２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。 



生物情報科学-6 

 

［第Ｂ３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Ｂ４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Ｂ５問］ 

 

次の文を読み、問題（１）～（５）に答えよ。 

 

ゲノムサイズが 100Mb の真核生物 X のゲノムを以下のように解析した。まず、

インサートサイズが平均 100kb の細菌人工染色体（BAC）ライブラリーを作成

した(a)。一方で、ゲノムからランダムにピックアップした非反復性の配列に対し

て、PCR で特異的に増幅できるようにプライマーを設計して DNA マーカーとし

た。各 BAC クローンがどの DNA マーカーを含むかを PCR で検討していくと、

例えば図１のようなデータを得ることができ、そこから DNA マーカーとクロー

ンの位置関係を導くことができる(b)。この方式で BAC クローンをゲノムに沿っ

て整列させて、全体をカバーするのに必要最小限のクローンを選び出した。こ

れらを配列決定に供することによって、全ゲノム配列の決定に成功した。 

 

次に、得られた全ゲノム配列を X の近縁種 Y のそれと比較した。具体的には、

X の塩基配列を末端から 100bp ずつを取り出し、Y の塩基配列の両鎖に対して

相同性検索を行なった。横軸と縦軸をそれぞれ X と Y の配列として、90％以上

の配列類似度を示した部分を黒く塗ると、全長 12Mb の第１染色体については、

図２のようなパターンが得られた(c)。 

 

最後に、X におけるヒストンと DNA のメチル化状態を調べた。まず、ゲノム配

列情報に基づいて作成した DNA チップと、９番目のリジン残基がメチル化され

たヒストン H3（H3K9me）に対する特異的抗体を用いて、ChIP-chip 解析(d)を行

った。更に、５メチルシトシン（5mC）に対する特異的抗体を用いて同様の解

析を行った。野生株のみならず、H3K9 メチル化酵素遺伝子破壊株（∆hmt 株）

と DNA メチル化酵素遺伝子破壊株（∆dmt 株）も解析した。得られた結果の一

部を図３に示す(e)。 
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図１ 図２

図３

 
 

【図の説明】 

図１：BAC クローン A～D について、DNA マーカー#１～#６で PCR を行った

結果をまとめた。＋は増幅が見られたクローンとマーカーの組み合わせ

を、－は見られなかったものを示す。 

図２：横軸と縦軸はそれぞれ X と Y のゲノム配列を示し、90%以上の配列類似

度を示した部分が黒く塗られている。 

図３：横軸はゲノム座標を、縦軸は補正済みハイブリダイゼーションシグナル

の強度を示す。上下のパネルはそれぞれ H3K9me と 5mC の結果を示す。 



生物情報科学-14 

 

（問題） 

 

（１）下線部(a)について、X ゲノムのどんな領域も９９％以上の確率でカバーされる

には、この BAC ライブラリーは最低いくつの独立クローンを含んでいる必要がある

だろうか。考え方の筋道を示しながら答えよ。計算には以下の数値を利用してもよ

い。 

log1099 = 1.996, log10999 = 2.9996, log109999 = 3.99996, log1099999 = 4.999996 

 

（２）下線部(b)について、図１のデータから推測される DNA マーカー#１～#６

のゲノム上の順列を記せ。また、DNA マーカー#１～#６を含むゲノム領域

をカバーするのに必要最低限の BAC クローンのセットを A～D から選び出

せ。 

 

（３）下線部(c)について、X と Y における第１染色体のゲノム構造の違いについ

て、図２の結果から読み取れることを２行以内で記せ。 

 

（４）下線部(d)について、ChIP-chip 解析の実験手順と目的をクロスリンキング、

DNA チップ、免疫沈降の３つのキーワードを用いて５行以内で説明せよ。 

 

（５）下線部(e)について、X における H3K9 メチル化とシトシンメチル化の関係

について、図３の結果から読み取れることを２行以内で記せ。 
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［第Ｂ６問］ 

 

次の文を読み、問題（１）～（６）に答えよ。 

 

microRNA (miRNA)は 20 塩基程度の小さなノンコーディング RNA であり、塩基

配列の相補性を利用して遺伝子の発現を制御する。ヒトでは約 1,000種のmiRNA

が見いだされているが、これらの中には組織あるいは発生段階特異的な発現パ

ターンを示すものが多い(a)ことから、発生・分化において重要な役割を担う分子

であると考えられている。miRNA によって発現量が抑制される多くの遺伝子は、

miRNA の 5′末端から数えて 2 塩基目から 8 塩基目にあたるシードと呼ばれる 7

塩基の領域と相補的な塩基配列を mRNA の 3′UTR にもつ(b)。 

 miRNA によって発現が抑制される遺伝子を調べるために、図 1 に示す 4 種類

の miRNA を、その相補鎖（*鎖）とアニールした 2 本鎖 RNA として、ヒト HeLa

細胞へトランスフェクションした(c)。12 時間後に細胞から RNA を抽出し、マイ

クロアレイを用いて転写産物の発現プロファイルを解析した。miRNA-X および

miRNA-Y によって抑制された遺伝子群の関係を調べると、図 1 のベン図に示す

ように一部は重なっているがほとんどは異なる遺伝子であった。 

 

 

miRNA-X*     3’ -AUACCUUACAUUUCUUCAUACA- 5’  

miRNA-X       5’ -UGGAAUGUAAAGAAGUAUGUAA- 3’  

 

miRNA-Y*     3’ -UAAUUCCGUGCGCCACUUACG- 5’  

miRNA-Y       5’ -UAAGGCACGCGGUGAAUGCCA- 3’  

 

miRNA-Y/X*   3’ -UAAUUCCGUGCGUCUUCAUACA- 5’  

miRNA-Y/X     5’ -UAAGGCACGCAGAAGUAUGUAA- 3’  

 

miRNA-X/Y*   3’ -AUACCUUACAUUCCACUUACG- 5’    

miRNA-X/Y     5’ -UGGAAUGUAAGGUGAAUGCCA- 3’   

 

 

 

図 1 トランスフェクションに用いた miRNA と miRNA-X と miRNA-Y によっ

て抑制された遺伝子群の関係を示すベン図 
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（問題） 

 

（１）miRNA がはたらくときには、miRNA-induced silencing complex (RISC)とい

う miRNA とタンパク質の複合体を形成する。以下に示すノンコーディン

グ RNA もタンパク質と複合体を形成して機能する。その複合体の名称を

答えよ。また、どのような現象に関わるのか、それぞれ 1 行で述べよ。 

 

   （ア）snRNA     （イ）テロメア RNA 

 

（２）下線部(a)について。miRNA は、まずゲノム DNA からステムループ構造

をもつ primary-miRNA (pri-miRNA)として転写される。pri-miRNA と成熟型

miRNA では発現パターンが異なるものがある。マウスの胚発生の初期では、

pri-miRNA-Z の RNA 量は多く、後期では尐ない。一方、成熟型 miRNA-Z

は、胚発生の初期では尐なく、後期では多い。このことは、発生初期では

miRNA-Z の生合成過程のどこかに調節機構があることを示している。どう

ような過程が調節されていると考えられるか。1～2 行で述べよ。  

 

（３）下線部(b)について。ヒトの遺伝子総数を 22,000、3′UTR の平均長を 500

塩基とした場合、1 種の miRNA によって何個の遺伝子の発現が抑制される

と計算されるか、有効数字 2 桁で答えよ。また、ショウジョウバエをヒト

と比較すると、ゲノムサイズは約 1/15、遺伝子数は約 2/3、3′UTR の平均

長は約 1/2 である。ヒトと同様の機構で miRNA が機能すると仮定すると、

ショウジョウバエでは 1 種の miRNA によって何個の遺伝子の発現が抑制

されると考えられるか、1～2 行で述べよ。 

 

（４）下線部（c）について、細胞へ miRNA のトランスフェクションを行うと

きに、相補鎖（*鎖）との 2 本鎖 RNA ではなく、1 本鎖の miRNA を導入し

た場合には、2 本鎖 RNA で得られるような効果が得られない。その理由を

2 行程度で述べよ。 

 

（５）miRNA-X のトランスフェクションによって発現が抑制された遺伝子は、

そのほとんどが miRNA-X のシード部分と相補的な配列を 3′UTR にもつ遺

伝子群であったが、そうでないものもあった。 

 

（ア） シード部分と相補的な配列をもつ遺伝子でも、発現が抑制されない

ものがあった。これらの遺伝子がなぜ抑制されなかったのか、考えら

れる理由を、1～2 行で一つ述べよ。 
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（イ） シード部分と相補的な配列がmRNA上になくても発現が抑制された

遺伝子もあった。なぜこれらの遺伝子が抑制されたのか、考えられる

理由を、1～2 行で一つ述べよ。 

 

（６）miRNA-Y/X および miRNA-X/Y は、miRNA-X と miRNA-Y のキメラであ

り、図 1 に示すように部分的にどちらかの配列をもつ。miRNA-Y/X およ

び miRNA-X/Y によって抑制される遺伝子群の関係はどのようになると考

えられるか。以下の A～D のベン図から一つ選択せよ。 
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［第Ｂ７問］ 

 

シグナル伝達カスケードに関する次の文を読み、問題（１）～（７）に答えよ。 

 

ホルモンなどの多くの細胞外刺激は、細胞膜に存在する受容体を介して、シ

グナル伝達分子の活性化反応の連鎖（カスケード）により細胞の応答を制御し

ている。 

図１のような一般的なシグナル伝達カスケードについて、刺激に対する応答

を考えよう。ここでは、細胞外刺激であるリガンド（ L）は、受容体（ R ）に結

合し、活性型受容体（ LR ）となる。活性型受容

体（ LR ）は細胞内のシグナル分子を不活性型

（ 1

iX ）から活性化する。活性化されたシグナル

分子（ 1X ）は、下流の分子を不活性型 2

iX から

活性型 2X に変換する。以下同様に、シグナル分

子（ 1nX  ）は下流の分子を不活性型（ i

nX ）から

活性型（ nX ）に変換する。ただし、図中の分子

濃度はすべて無次元量であり 0 から 1 までの間

の値を取るとして、以下の問いに答えよ。 

 

（問題） 

 

（１）図の Lと R の結合反応は以下の化学反応式で与えられるものとする。 
1

1
L R LR   

LR の時間に対する変化率
d L R

dt
の微分方程式を作成して、平衡状態

（ 0
dLR

dt
 ）での LR  を Lを用いてあらわせ。ただし、 1R LR  とする。右

方向と左方向の反応の速度定数はそれぞれ１とする。 

 

（２）LR による不活性型（ 1

iX ）から活性型（ 1X ）に変換する反応は以下の化

学反応式で与えられるものとする。 

1 1
1

LRiX X  

同様に 1X の時間に対する変化率 1dX

dt
の微分方程式を作成して、平衡状態

（ 0
dLR

dt
 かつ 1 0

dX

dt
 ）における 1X を、（１）で求めた結果を踏まえて L を
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用いてあらわせ。ただし、 1 1 1iX X  とする。右方向の速度定数は LR 、左

方向の反応の速度定数は１とする。 

 

（３） 1X による不活性型（ 2

iX ）から活性型（ 2X ）に変換する反応は以下の化

学反応式で与えられるものとする。 

1

2 2
1

XiX X  

同様に 2X の時間に対する変化率 2dX

dt
の微分方程式を作成して、平衡状態に

おける 2X を Lを用いてあらわせ。ただし、 2 2 1iX X  とする。右方向の速

度定数は 1X 、左方向の反応の速度定数は１とする。 

 

（４） 1nX  による不活性型（ i

nX ）から活性型（ nX ）に変換する反応は以下の化

学反応式で与えられるとする。 

1

1

nXi

n nX X
  

同様に、上記で求めた結果から平衡状態における nX を Lを用いてあらわす

とどうなるか。ただし、 1i

n nX X  とする。右方向の速度定数は 1nX  、左方

向の反応の速度定数は１とする。 

 

（５）平衡状態における nX の最大値 max

nX を求めよ。 

 

（６）最大値 max

nX の 1/2 を与えるリガンド濃度 50L を求めよ。 

 

（７）以上の結果から考えられるリガンドとシグナル伝達カスケードの関係に

ついて正しいものをＡおよびＢについて、それぞれ（ア）～（ウ）の中か

ら一つだけ選べ。 

Ａ．リガンド濃度に対する nX の応答曲線は（ア）常にミカエリス・メンテ

ン型の双曲線である、（イ）下流に行くほど高次反応となる、（ウ）常に

直線である。 
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Ｂ．最大値 max

nX の 1/2 を与えるリガンド濃度 50L に注目して考えると、この

シグナル伝達カスケードは、（ア）どのステップでも同じように飽和する、

（イ）下流に行くほどより低いリガンド濃度で飽和する、（ウ）下流に行

くほどより高いリガンド濃度で飽和する。 
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［第Ｂ８問］ 

 

次の文を読み、問題（１）～（５）に答えよ。 

 

ネットワークの成長モデルのひとつに優先的選択 (preferential attachment) があ

り、以下のように記述できる。 

･ 時間ステップ 1 において m 本の辺で結ばれた 2 頂点からスタートする。 

･ 単位時間毎に頂点を 1 つずつ追加し、既に存在する頂点と m 本の辺でつな

ぐ。新しい辺の接続先はそれぞれ確率 
j jii kkp  で決定する。ただし、ki は

頂点 i に接続する辺の本数で、次数と呼ぶ。 

 

（問題） 

 

（１）t ステップ後の頂点数と辺数はそれぞれどう表されるか。 

 

（２）頂点 i における次数変化を時間微分した方程式を考えてみよう。空欄Ａ

に入る適切な分数を記せ。 

  A  i i

jj

k k
m

t k


 

 
 

 

（３）（２）で示した微分方程式を解け。条件として、m 本の枝をもつ頂点 vi が

ネットワークに付加されるときを時刻 ti 、すなわち mtk ii )(  と仮定す

る。 

 

（４）（３）の解を利用して、頂点 i の次数が k 以上である割合が (m/k)
2
 に

なることを説明せよ。 

 

（５）ネットワークの次数分布がべき分布になることと、モデルから導かれる k 

の指数を説明せよ。 
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