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［第Ａ１問］ 

 

次の文を読み、問題（１）～（７）に答えよ。 

 

通常細胞の核内では、DNA はヒストン複合体に巻き付いた状態で存在する。ヒ

ストンは、N 末端領域の（a）残基がアセチル化(b)および脱アセチル化され、こ

れがその周辺の遺伝子の発現に影響をおよぼす。ショウジョウバエのある遺伝

子 A の発現機構を調べる一環として、その遺伝子の ORF を蛍光タンパク質 GFP

遺伝子をコードする ORF と入れ替えて(c)、成虫を蛍光顕微鏡観察によって調べ

た。その結果、成虫の翅（はね）において GFP の蛍光シグナルが観察された。

このように遺伝子改変したショウジョウバエを親株として、変異原処理をする

ことにより、GFP の発現に異常をきたす変異株を多数単離することができた。

遺伝解析の結果、これらは３つの遺伝子座（B、C、D）の変異に由来すること

が分かった。このうち、２つの遺伝子座（B、C）の変異すべてにおいて、翅に

おける GFP シグナルの低下が見られた。野生型の B 遺伝子の DNA 配列を決定

したところ、以前から知られている成体全体に広く発現するヒストンアセチル

基転移酵素をコードしていた。同様の解析から C 遺伝子の遺伝子産物は DNA 結

合モチーフをもつ新規タンパク質であることが判明した。今回得られた B およ

び C 遺伝子の変異はほとんど劣性の変異であったが、C 遺伝子の変異のうち一

つだけは例外的に半優性の性質(d)を示した。一方、遺伝子座 D の変異個体（す

べて劣性）では全身において GFP のシグナルが観察されるようになっていた。

なお、D 遺伝子の遺伝子産物は、以前の研究から C 遺伝子のプロモーター部位

に特異的結合するタンパク質で、翅以外の組織で広く発現することが分かって

いた。 

 

（問題） 

 

（１）括弧（a）にアミノ酸名を入れ、その残基のアセチル化型の構造式を記せ。 

 

（２）下線部(b)について、細胞内のどのような物質からアセチル基が転移され

るか。 

 

（３）ヒストンの修飾として何が知られているか。アセチル化以外の修飾とし

て３種類記せ。 

 

（４）下線部(c)について、このような発現を調べるために改変した遺伝子を一

般に何と呼ぶか。 
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（５）B 遺伝子産物と C 遺伝子産物の間にどのような関係があると予測される

か、「プロモーター」という用語を用いて説明せよ。また、この関係を

調べる実験法について簡潔に述べよ。 

 

（６）下線部(d)について、C 遺伝子産物にどのような変質をきたす変異と考え

られるか。典型的な可能性を一つ述べよ。 

 

（７）D 遺伝子産物について、その機能について考えられる典型的な可能性を

一つ述べよ。 
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［第Ａ２問］ 

 

次の文 1、文２を読み、問題（１）～（８）に答えよ。 

 

[文１]  

生物体を構成する基本単位である細胞を顕微鏡によって観察すると、その形

態はさまざまであることがわかる。哺乳動物に由来する細胞では、例えば、線

維芽細胞は扁平な形態を持つが、神経細胞は長い突起を持つ。また、血液に存

在する１は細胞の形態を変化させながら移動する。 

細胞は、様々な物質により構成されている。重量比で最も多くを占める物質

は、水である。次に多くを占める物質は、タンパク質である。タンパク質は、

酵素反応に代表される生体内のほとんどの化学反応の大部分を担うだけでなく、

細胞の形態を形成する骨組みを作ることができる。タンパク質は２種類のアミ

ノ酸から構成されており、その配列は遺伝子によって正確に決まっている。次

に多くを占める物質は、脂質である。細胞の外界と細胞の内部を区分けする３

は、脂質とタンパク質からなっている。細胞の形態とは、哺乳動物の場合、３

の形態を指すことが多い。 

３の脂質は、主にリン脂質である．リン脂質とは、４性の炭化水素鎖とリン

酸を含む５性の部分からなる両親媒性の物質である。この両親媒性によって水

溶液中では４性の炭化水素鎖の部分が向き合った形で存在する。しかしながら、

両親媒性だけでは、膜を作るための条件としては不十分である。大部分のリン

脂質は、炭化水素鎖が６本あるので、水の中で膜を形成する。炭化水素鎖が７

本の脂質は、洗剤のような界面活性剤と同じく、単独では膜を構成することが

できない。 

ある種の海綿はラトランキュリンと呼ばれる低分子化合物を産生する。ラト

ランキュリンは、アクチンに結合する。ラトランキュリンで処理すると、線維

芽細胞や神経細胞は本来の形態を失い、１はアメーバ運動を停止した（a）。 

 

[文２] 

アクチンとミオシンは、筋肉の収縮力を発生するタンパク質であるが、筋肉

のみならずすべての細胞に存在する。筋肉に存在するアクチンとミオシンの性

質と、そのほかの細胞に存在するアクチンとミオシンの性質はほとんど同じと

考えられている。 

筋肉からアクチンを抽出するために以下の実験を行った。 

1. ウサギの背筋をミンチにし、３M の塩化カリウムを含むリン酸緩衝液に

浸すと、ミオシンが抽出された。残ったひき肉の残査を水で洗浄したの

ち、残査にアセトンを加え脱水乾燥させた。乾燥した残査に 0.1 mM ATP
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を加えるとアクチンが抽出された（ここではアクチンのみが抽出される

とする）。 

2. このアクチン溶液を電子顕微鏡で観察したところ、粒状のアクチンのみ

が観察された。 

3. 2.のアクチン溶液を希釈し、アクチンの濃度を 0.5 µmol/ℓ に調整した。

さらに 150mM になるように塩化カリウムを加え、十分な時間を置いた

ところ、アクチン溶液の粘度の上昇が見られた（b）。アクチン溶液を電子

顕微鏡で観察したところ、粒状のアクチンと繊維状のアクチンが観察さ

れた。 

4. 次に 0.05 µmol/ℓ のアクチン溶液に塩化カリウムを加え、十分な時間を

置き、電子顕微鏡で観察したところ、粒状のアクチンのみが観察された。

また、粘度の上昇はみられなかった。 

5. 0.075、0.1、0.2、0.3、0.4 µmol/ℓのアクチン溶液に同様に塩化カリウム

を加え、粘度を測定したところ、実験結果は表のようになった。粘度は、

0.5 µmol/ℓ のアクチンで得られる粘度の増加分を１としてあらわす。 

6. したがって、0.1 µmol/ℓより濃い濃度でアクチンは塩化カリウムによって

粘度が上昇し繊維状に変換されると言える。 

7. 繊維状アクチンを含むアクチン溶液から、透析によって塩化カリウムを

除くと、粘度の低下と繊維状アクチンの消失が観察され、粒状アクチン

のみになった。 

8. アクチンをラトランキュリンで処理した後に、塩化カリウムを加えた。

アクチン溶液の粘度の上昇はみられず、また電子顕微鏡を用いた観察で

も繊維状のアクチンは観察されなかった。 

9. 一方、0.4 µmol/ℓのアクチンに塩化カリウムを加えて十分な時間を置いて

粘度上昇を確認した後に、ラトランキュリンを加えたところ、粘度の低

下が観察された。 

（以上の実験においては、塩化カリウムおよびラトランキュリンを加えること

によるアクチンの希釈は無視できるとする） 

 

(表) 

アクチン

濃度 

(µmol/ℓ) 

0.05 0.075 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

繊維化 なし （あ） （い） （う） （え） （お） あり 

粘度 

(増加分) 
0 0 0 0.25 0.5 0.75 1 
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（問題） 

 

（１）文１の空欄１− ７に入る最も適切な語句または数字を記せ。 

 

（２）リン脂質と遺伝子の関係として、次のア～エのうち正しいものを選べ 

ア．遺伝子は、リン脂質の持つ炭化水素鎖の種類や長さを、遺伝子が直接触

媒する化学反応によって決定している。 

イ．遺伝子は、リン脂質を合成または分解する酵素のアミノ酸配列を決定し

ている。 

ウ．遺伝子は、リン脂質の合成のための化学反応が生じる場所を直接決定し

ている。 

エ．遺伝子は、リン脂質とは全く関係がない。 

 

（３）リン脂質から構成される脂質膜が生体と同じイオン強度を持つ緩衝液の

中で主に取る形態として次のア～エから正しいものを１つ選べ。 

ア．球状 

イ．棒状 

ウ．円盤状 

エ．円錐状 

 

（４）文２の下線部(b)について、粘度の上昇は何によって引き起こされたと考

えられるか。１行以内で答えよ。 

 

（５）表中の５個の（あ）～（お）の中には「あり」か「なし」がはいる。（あ）

～（お）に入れる適切な語を順に記載せよ。 

 

（６）上記実験において 0.5 µmol/ℓ のアクチン溶液に塩化カリウムを加えたと

きに、溶液中に含まれるアクチンのうち、繊維状になったアクチンの割合を

計算せよ。塩化カリウムを加えることによるアクチンの希釈は無視できると

する。 

 

（７） 実験 8、9 について、ラトランキュリンのアクチンに対する作用を１０

文字以内で述べよ 

 

（８）文１の下線部(a)について、文２の実験結果をもとに、ラトランキュリン

処理が、細胞の形態を失わせたり、細胞の移動を停止させる理由について、

最も考えやすいものを１行で述べよ。 
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＜草稿用紙＞ 
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［第Ａ３問］ 

 

次の文１～文３を読み、問題（１）～（８）に答えよ。 

 

［文１］ 

あるシグナル伝達経路ではプロテインキナーゼXと機能未知のタンパク質A、

B が働く。B は X及び A と結合することが分かっている。UV（紫外線）刺激を

与えた細胞から細胞抽出液を回収した(a)ところ、A は SDS-PAGE 上で非刺激時

に比べて移動度が低下した。UV刺激に依存した A の移動度の変化は、X あるい

は B を欠失した細胞では認められなかった。A の移動度の変化が翻訳後修飾(b)

によるものであるかどうかを調べたところ、リン酸化がこの移動度低下の主因(c)

であることがわかった。 

 

［文２］ 

A がプロテインキナーゼ X の直接の基質であるかどうかを in vitroキナーゼ・

アッセイで調べた。上流刺激なしでも活性をもつ恒常的活性型のプロテインキ

ナーゼ X(d)を精製し、

32
P で標識した ATP(e)を用いて、X による A のリン酸化を

A への放射能の取り込みを指標に調べた。X 単独では A のリン酸化は極めて弱

いが、B を添加すると A のリン酸化が劇的に上昇した(f)。B 単独では A のリン酸

化は検出されなかった。使用した X、A、B はいずれも完全に純化した精製タン

パク質であると仮定する。 

 

［文３］ 

その後の研究から、A はプロテインキナーゼ X の直接のリン酸化基質である

ことがわかった。X による Aや別の基質 C のリン酸化について、そのキネティ

ックスを in vitroキナーゼ・アッセイにより検討した。このリン酸化反応は単純

なミカエリス・メンテン反応にしたがうと仮定する。 
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図１．タンパク質 C の濃度とプロテインキナーゼ X による C のリン酸化 

反応速度 

 

 

タンパク質 B  Km (nM)  kcat (s-1) 

非存在時  131   7.4 x 10-7 

 存在時  139   3.3 x 10-3 

 

表１．キナーゼ X の Aリン酸化における Km値及び kcat値 

 

（問題） 

 

（１）下線部(a)について。細胞抽出に使用した細胞溶解バッファー中には以下

の試薬が含まれていた。各試薬について使用目的を中心に１行程度で説

明せよ。 

・1mM PMSF（phenylmethylsulfonyl fluoride） 

・0.2% Triton X-100 

 

（２）下線部(b)について。タンパク質の翻訳後修飾の一つとして、タンパク質

の C 末端のシステイン残基にプレニル基が共有結合するプレニル化があ

る。プレニル化により修飾されたタンパク質はどのような局在制御をう

けるか、その理由とともに１行程度で説明せよ。 
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（３）下線部(c)について。タンパク質の移動度の低下がリン酸化によることを、

バンドシフト（タンパク質の移動度の変化）を指標にして調べたい。１−

２行でその方法を説明せよ。ただしリン酸化特異的抗体は使用しないも

のとする。 

 

（４）下線部(d)について。プロテインキナーゼ X はそのキナーゼドメイン内の

トレオニン残基が上流キナーゼによりリン酸化されることで活性化する。

この活性化はキナーゼドメイン内の電荷の変化によると考えられ、トレ

オニンを同様の電荷変化をもたらすアミノ酸に置換すると X は恒常的活

性型になる。 

プロテインキナーゼ X を恒常的活性型にするには上記のトレオニン残基

をどんなアミノ酸に置換すればよいか。可能性のある２種類のアミノ酸

を１文字表記、３文字表記の両方で記すとともに、それぞれの構造式を

書け。 

 

（５）下線部(e)について。in vitroキナーゼ・アッセイで用いた標識 ATP は、α、

β、γのいずれのリン酸基が

32
P で標識されたものか答えよ。 

 

（６）下線部(f)について。タンパク質 B を添加することによって、タンパク質

A のリン酸化が劇的に上昇したのは、「プロテインキナーゼ X が直接 A

をリン酸化する反応」を B が促進した、という可能性が考えられるが、

文１、文２の記述のみからではこれを結論づけられない。考えられる別

の可能性を２行程度でひとつ答えよ。 

 

（７）プロテインキナーゼ X による基質 C のリン酸化反応に関して、in vitroキ

ナーゼ・アッセイを行って得られた「C の濃度（横軸）— 反応速度（縦軸）」

のプロットを図１に示す。プロテインキナーゼ X の濃度は 0.5 nM、Vmax

は 800 pM/s として、ミカエリス・メンテン定数 Km (nM)及び 酵素の触媒

定数 kcat (s
-1

)の値を答えよ。答えに至る説明あるいは式も添えること。 

 

（８）プロテインキナーゼ X による A のリン酸化反応の Km及び kcat の値を、

B が共存する場合、しない場合の両方について表１に示した。「タンパク

質 B はプロテインキナーゼ X と基質 A の両者と結合することで間接的に

両者の親和性を高めてリン酸化反応を促進する。」という仮説について、

その妥当性を表１のデータから判断して、２−３行で論ぜよ。 
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＜草稿用紙＞ 
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［第Ａ４問］ 
 

ヒトの赤血球に関する次の文を読み、問題（１）～（５）に答えよ。 

 

赤血球は、ATP生成に重要な酸素（O２）を運搬する細胞である。しかし、赤血

球内での ATP 生成には酸素は必要とされない。ミトコンドリアがない(a)からで

ある。成熟した赤血球は特有の形状を有し、この形状は細胞膜に構造タンパク

質が裏打ちすることによって形成・維持されている。この細胞膜裏打ちタンパ

ク質には、代表的な細胞骨格タンパク質であるアクチン(b)のほか、スペクトリ 

ン(c)などがある。また、赤血球の表面には様々な抗原分子が存在し、ABO 式(d)

や Rh式の血液型の要因となっている。一方、赤血球内（細胞質ゾル）には、約

330 g/ℓ という高濃度のヘモグロビン(e)が含まれていて、これが酸素の運搬を担

う。 

 

（問題） 

 

（１）下線部(a)について。なぜミトコンドリアがないと ATP生成に酸素は不要

なのか。また、赤血球では ATP生成はどのように行われていると考えられ

るか。ATP生成を行う代謝経路の名称を挙げて、合わせて 2行程度で説明

せよ。 

 

（２）下線部(b)について。アクチン以外のタンパク質を繊維の構成成分とする

2 つの細胞骨格系の名称と構成タンパク質の組合せの例を、ミクロフィラ

メント－アクチンのように記せ。 

 

（３）下線部(c)について。このタンパク質には、3つのαヘリックス領域を含む

構造単位（図 1）が繰返して存在し、力学的な力が加わると伸縮する。そ

れを、原子間力顕微鏡を用いて測定した結果を図 2 に示す。図中の⊿Ｌの

約 30 nmは、どのような構造変化を反映していると推定されるか。図 1に

示した構造、特にαヘリックスの構造に言及しながら 5行程度で述べよ。 

 

（４）下線部(d)について。ABO式の血液型の違いは、ヒト 9番染色体上にある

1 つの遺伝子座にコードされる糖転移酵素の作用の違いによる。受容基質

である H抗原（O抗原とも呼ばれる）に UDP-GalNAcをドナー基質とし

て GalNAcを転移する酵素をコードする対立遺伝子と、UDP-Galをドナー

基質として Galを転移する酵素をコードする対立遺伝子がある（図３）。

この 2 つは共優性であり、両方の対立遺伝子をもつ個体の血液型は AB 型

（トランス AB 型）になる。また、2 つの対立遺伝子が共に機能的な酵素

をコードしない場合（O型の対立遺伝子）、血液型は O型になる。ごくま

れに、2種類のドナー基質を用いる酵素をコードする対立遺伝子（シス AB

型）が存在し、このときは、もう一方の対立遺伝子が O 型でも血液型は

AB型になる。次の 2小問に答えよ。 
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A．2つのドナー基質に共通に含まれる UDPの構造式を記せ 

 

B．片親がシス AB型の対立遺伝子をもち、もう片親が通常の A型、B型、

トランス AB型、O型のいずれかの場合、生まれる子供の血液型が、両

親共に通常の A型、B型、トランス AB型、O型である場合の規則に当

てはまらないことがある｡その例を 2つ記せ。 

 

（５）下線部(e)に関する、次の２小問に答えよ。 

 

A．赤血球の細胞質ゾルにおけるヘモグロビン濃度、K+
濃度、および Ca2＋

濃度の 3者をモル濃度で比較し、濃度が高い順に並べよ。ただし、ヘモ

グロビンの分子量を 65,000とせよ。 

 

B．ヘモグロビンの異常によって赤血球の形状が変化する場合がある。例

を 1つ挙げて、1～2行で説明せよ。 

 

 

 
 

 

 

N末端側 
図1．スペクトリンに存在する

繰返し構造単位（106アミノ酸

残基）のリボンモデル。これ

が比較的短いリンカー領域を

挟んでタンデムにつながり、

長い繊維状の分子になってい

る。リボンのらせんはαヘリ

ックスを示す。 

C末端側 
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H(O)型糖鎖  

図３．ABO血液型を与える糖鎖

抗原と、それらを生成する糖転

移反応。Rは抗原分子の他の部

分を示す。 

⊿L (約30 nm)L 
ゆっくり動かす  試料 (タンパク質) 

カンチレバー 
図２．原子間力顕微鏡によるスペクトリン分子の観察。左

は原子間力顕微鏡（フォースモード）の概念図。単一分子

をゆっくり伸長させたときにカンチレバーにかかる力（の

変化）を計測する。右は、スペクトリン分子を試料とした

場合の計測例で、鋸歯状の変化が観察されている。曲線は

実測値に合わせて描いたもので、約30nm毎に類似した波形

が生じていることがわかる。 

Force （pN） 
距離（L、nm）
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＜草稿用紙＞ 
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［第Ａ５問］ 

 

以下の問題（１）～（３）に答えよ。 

 

（問題） 

 

（１）変異原が全く存在しない理想的な環境でも、ある頻度で突然変異が生じ

る（自然変異）。DNA 複製の過程において、核酸塩基の互変異性化によ

り、間違った塩基が取り込まれるからである。計算によると複製ごとに

塩基対あたり 10
-5
程度の頻度で間違いが生じるはずであるが、実際の自然

変異頻度を大腸菌で調べるとこれより遙かに低い。DNA 複製をつかさど

る DNAポリメラーゼは、ポリヌクレオチドを 5’から 3’方向に延長するポ

リメラーゼ活性の他に、3’から 5’方向に分解するエキソヌクレアーゼ活性

をも持っている。このエキソヌクレアーゼ活性を失った変異株では自然

変異率が高いことが知られている。その理由を説明せよ。 

 

（２）問題（１）で考察した機構は、複製点での間違いを正すのには有効であ

るが、既に二重鎖に取り込まれてしまったミスマッチ塩基対を修復する

には別の機構が必要である。ミスマッチ塩基対としてA:Cを例に取ると、

いずれのDNA鎖を鋳型に用いて修復するかで結果が異なったものとなる

（G:C または A:T）。つまり、ランダムに修復したのでは 50%の細胞が変

異体になってしまう。実際には、細胞は本来の塩基対を維持するように

修復する機構を持っている。 

 大腸菌ではDNA中のすべてのGATC配列中のアデニンがメチル化酵素

Dam によってメチル化されるが、dam 遺伝子欠損変異株では変異率が高

いことが知られている。このことを参考に、ミスマッチ塩基対がどのよ

うにして修復されるか説明せよ。反応に関与する他のタンパク質・酵素

については、その作用を示す一般名称（例：メチル化酵素）を挙げれば

よく、具体的な酵素・遺伝子の名前（例：Dam）を書く必要はない。 

 

（３）大腸菌の自然突然変異率を調べる目的で以下の実験を行った。 

 滅菌した培地を 1 mℓ 含む試験管を 1000本、およびある抗生物質を含

む寒天培地プレートを 1000枚準備した。各試験管に抗生物質感受性の大

腸菌を 1 細胞だけ加えて 37℃で 10
8
細胞になるまで培養し、各試験管に

含まれる菌のすべてをそれぞれ一枚のプレートに塗布してさらに一晩培

養した。 

 翌日プレートを取り出し、抗生物質耐性菌のコロニー数を調べたとこ
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ろ、800枚にはまったく何も生育せず、残りの 200枚には 1 個あるいはそ

れ以上のコロニーが生育していた。 

 

A.  この結果から細胞分裂あたりの突然変異率を推定せよ（推論の過程も記

すこと）。なお、突然変異のような低確率で起きる事象では、ある集団

でその事象が起きる平均回数を λ とすると、その事象が丁度 n 回起きる

確率 P(n)は次のポアソン分布にしたがう（n は自然数）。 

 P(n) = (e
-λ λn

)/n! 

必要に応じ、表 1 の自然対数表を用いよ。 

 

B.  何枚程度のプレートにおいて、10 個以上のコロニーが現れると期待され

るか（推論の過程も記すこと）。 

 

 

表１ 自然対数表 

 

 x ln x 

 0.1 -2.303 

 0.2 -1.609 

 0.3 -1.204 

 0.4 -0.916 

 0.5 -0.693 

 0.6 -0.511 

 0.7 -0.357 

 0.8 -0.223 

 0.9 -0.105 

 1.0 0.000 
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［第Ａ６問］ 

 

次の文を読み、問題（１）～（７）に答えよ。 

 

酵素（A)と基質や阻害剤（B)との結合定数を求めるための手段の一つとして、

新しい平衡状態への緩和過程 (relaxation time course) を測定する方法がある。図

に示すのは、リゾチーム lysozyme と di-N-acetylglucosamine（非常に遅く分解さ

れる基質であり、競合阻害剤として働く）の複合体形成に関する実験結果であ

る。この例では、温度を瞬間的に上昇させ（温度ジャンプと呼ばれる）、新た

な平衡状態を作り出している。この実験に関する以下の問題に答えよ。但し、

正反応（複合体形成）の速度定数を kf、逆反応（複合体解離）の速度定数を kb

とし、[A]や[B]は遊離状態のリゾチーム(A)および di-N-acetylglucosamine(B)のモ

ル濃度、[C]はリゾチームと di-N-acetylglucosamine が１分子ずつ結合した複合体

(C)のモル濃度とする。また、τはこの過程の緩和時間（指数関数的に減衰する

物質量が初期値の 1/e になるまでの時間）である。ただし、e は自然対数の底で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 リゾチームと di-N-acetylglucosamineの複合体形成反応についての温度ジャンプ実験の結果 

 

 

[A]e+[B]e    (10-4 M) 

1
/τ

  
  
(1
0
3
 s
ec

-1
) 
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（問題） 

 

（１）この複合体形成反応において、複合体の濃度[C]の時間変化

dt

d[C]
は速度定

数 kf と kb および[A]、[B]、[C]を用いてどう表されるか示せ。 

 

（２）今、温度ジャンプをする前の平衡状態からジャンプ後の平衡状態への緩

和過程を考える。ジャンプ後の平衡状態での A、B、C の濃度をそれぞれ

[A]e、[B]e、[C]eとする。また、緩和過程での A、B、C の濃度を[A]、[B]、

[C]とし、[C]と[C]eとの差を ∆C とする。[A]、[B]、[C]はそれぞれ[A]e、[B]e、

[C]e、∆C を用いてどう書けるか。 

 

（３）緩和過程での ∆C の時間変化

dt

Cd∆
を表す式を求めよ。但し、∆C は十分小

さく ∆C の２次の項は無視できるものとする。 

 

（４）この過程の緩和時間τは 

τ

C∆
−=

∆

dt

Cd
 の関係を満たす。このことから

τを、[A]e、[B]e、[C]e、kf、kb を用いて表せ。ただし、kf および kb はジャ

ンプ後の温度における速度定数とする。また、図の直線の傾きとｙ切片

は何と等しいか述べよ。 

 

（５）ジャンプ後の温度における平衡定数（結合定数）Ka を kf と kb で表す式を

書け。また、Ka を[A]e、[B]e、[C]eで表す式を書け。 

 

（６）（４）で求めた関係を利用して、図から kf、kb および Ka を求め、有効数

字２桁で答えよ。 

 

（７） tri-N-acetylglucosamine に対しても同様の測定を行ったところ、kf は

di-N-acetylglucosamine の場合と同一であるが、kb はその 1/40 であった。

一般に、反応が二つの物質の衝突のみで決まっている（diffusion limited) 

ならば、反応速度は 10
8
 sec

-1
程度であると考えられる。このことから、こ

の複合体の形成速度を決めているものはどのようなものであると考えら

れるか。また、どうして di-N-acetylglucosamine と tri-N-acetylglucosamine

で kf が同じなのに kb は違うのか、考察し、3行程度で書け。 
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［第Ａ７問］ 

 

次の文を読み、問題（１）～（５）に答えよ。 

 

肺がん細胞株 X に siRNA(a)をトランスフェクトして転写因子 A の発現を抑制す

ると、細胞間の接着力が弱まり、ピペッティングするだけで簡単に細胞が解離

するようになった。この細胞の遺伝子発現パターンを RNA-seq（RNA-sequence）

法(b)により解析したところ、一回膜貫通型タンパク質 B をコードする mRNA の

発現が顕著に低下していることが明らかになった。そこで、siRNA を用いて膜

タンパク質 B の発現を抑制してみたところ、やはり細胞間の接着力が低下した(c)。

さらに、膜タンパク質 B の細胞内ドメインに結合するタンパク質を検索し(d)、

アンカータンパク質 C を同定した(e)。 

 

（問題） 

 

（１）下線部(a)について、siRNA とは何か、構造と機能について２行程度で説

明せよ。 

 

（２）下線部(b)について、RNA-seq 法とはどのような方法か、２行程度で説明

せよ。 

 

（３）下線部(c)について、この結果から転写因子 A による細胞接着制御機構は

主に膜タンパク質 B を介しているのではないかと推測することも可能で

ある。本当にそうかどうかを確認するための実験を考え、２行程度で説

明せよ。 

 

（４）下線部(d)について、膜タンパク質 B の細胞内ドメインに結合するタンパ

ク質を同定するには、どのような実験をすればよいか。一つ考えて１～

２行程度で説明せよ。 

 

（５）下線部(e)について、膜タンパク質 B とアンカータンパク質 C との複合体

形成が細胞株 X の細胞間接着に重要であることを示すにはどのような実

験を行えばよいか。一つ考えて２～３行で説明せよ。 

 



 

生物化学-21 

 

＜草稿用紙＞ 



 

生物化学-22 

 

［第Ａ８問］ 

 

多細胞生物の発生の過程では、細胞間の信号伝達が細胞の運命決定に重要な

役割を果たす。この際の細胞間シグナルとしては、細胞表面のタンパク質や分

泌性のタンパク質などが働く。これらの細胞間シグナルに関する文１、文２を

読み、問題（１）～（６）に答えよ。 

 

［文１］ 

ショウジョウバエの発生における Wnt ファミリーの分泌因子である Wingless

（Wg と略す）の働きについて考える。胚発生期の表皮細胞においては、wg は

細胞性胞胚期に偽体節境界の一列の細胞（偽体節後端細胞と呼ぶ）で発現する

ように見える。一方、転写因子をコードする engrailed（en と略す）は偽体節後

端細胞の列と隣り合った一列の細胞（偽体節前端細胞と呼ぶ；図１参照）で発

現が高い。この時期の後、野生型株では en の発現が維持されるが wg の機能を

失った変異体においては en の発現が消えてしまう。すなわち、Wg の機能が en

の発現維持に必要である。一方、en を発現する細胞は Hedgehog（Hh）を分泌し、

wg 発現細胞に働きかけて wg の発現を維持する。図１は、Wg の作用様式につい

て調べるため、受精後約１時間の wg
-
の胚に wg＋の胚の一部を移植することによ

り遺伝学的モザイクを作成した結果である（- は機能欠損変異を、+ は野生型を

表す）。移植した wg＋の胚はマーカーとして全細胞に lacZ を発現させたショウ

ジョウバエ由来のもの

である。移植後の胚の表

皮細胞について、体節化

がはっきりする受精後

6.5 時間の時点（en 発現

の維持が Wg に依存する

時期）で en の発現を抗体

染色により観察した。同

時に lacZ染色を行い wg
- 

細胞と wg＋細胞とを区別

した。 

 

［文２］ 

Delta-Notch 経路もさまざまな細胞間相互作用にはたらいている。図２のよう

に、線虫 C. elegans の生殖腺の発生過程で Z1.ppp 細胞と Z4.aaa 細胞は近くに位

置するが、これらのいずれかが AC 細胞（アンカー細胞）、他方が VU 細胞（腹

側子宮細胞）に分化する。いずれがいずれになるかは通常ランダムである。こ

図１ wgのモザイク解析の結果    いずれの図も左側が胚の前方である。
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の運命決定には Notch ファミリーの LIN-12 と Delta ファミリーの LAG-2 が関わ

る。LAG-2 は LIN-12 のリガンドであり、LIN-12 を活性化することがわかってい

る。lin-12 が機能欠損した lin-12(0)変異体では、Z1.ppp と Z4.aaa の両方が AC 細

胞になる。一方、lin-12 が恒常的に活性化した lin-12(d)変異体ではいずれも VU

細胞になる。モザイク解析により Z1.ppp と Z4.aaa の一方で lin-12 をなくすと、

そちらは必ず AC に、他方が VU になった。 

発生過程を追って観察すると、lag-2 は最初 Z1.ppp と Z4.aaa の両者で同等に発

現しているが、徐々に一方の細胞だけで発現するようになり、必ずこちらの細

胞が AC 細胞になる。lag-2 は、lin-12(0)変異体では Z1.ppp と Z4.aaa の両者で発

現し続け、lin-12(d)変異体では Z1.ppp と Z4.aaa の両者で発現がみられなかった。 

以上の結果は、lag-2 の発現量や LIN-12 の活性が Delta-Notch 経路による細胞

間相互作用に

より制御され

ており、Z1.ppp

細 胞 と Z4.aaa

細胞が相互間

でこのシグナ

ルをやりとり

することによ

って、それぞれ

の運命が決定

されることを

示唆している。 

 

（問題） 

 

（１）文１について、wg と en は異なる細胞で発現しているように見えるが、en

発現細胞において通常の方法で検出できない程度に弱くwgが発現してお

り、その細胞から分泌された Wg がその細胞自身に作用して en の発現を

維持させる可能性（細胞自律的作用）が残されていた。しかし、図１の

実験からこの可能性が排除される。その理由を 2行以内で述べよ。 

 

（２）文１について、図１の実験から判断すると、Wg はどの程度の距離で作用

するか。理由とともに 3行以内で述べよ。 

 

（３）一般的に、Wnt の受容体は Frizzled ファミリーの膜蛋白質である。その下

流ではβカテニンが核に移行し、TCF ファミリーの転写因子と相互作用

図２ 線虫の生殖腺の発生過程における細胞の配置。 左図の細胞配置が発生が進むと右のいずれかの細胞配置となる。
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する。βカテニンは分解による制御を受けている。この制御について、

以下のいずれが正しいか、下記の A, B のうちから選んで答えよ。 

A) Wnt が作用しない時の方が、βカテニンが分解されやすい。 

B) Wnt が作用した時の方が、βカテニンが分解されやすい。 

 

（４）文２に関する以下の文の(A)～(C)の  内の語のうち、それぞれ適切な語

を選べ。 

 

LIN-12 が活性化された細胞においては、lag-2 の発現が(A) 上昇／低下し、

その結果、他方の細胞の LIN-12 を活性化する作用が(B) 強まる／弱まる。

LIN-12 が活性化された細胞は(C) AC／VU 細胞になりやすい。 

 

（５）文２について、細胞特異的プロモーターを用いて Z1.ppp 細胞だけに

lin-12(d)を発現させた。このとき、それぞれの細胞の運命はどうなると予

想されるか。下記の A-D から選べ。 

A) Z1.ppp → AC、Z4.aaa → AC   B) Z1.ppp → VU、Z4.aaa → VU    

C) Z1.ppp → AC、Z4.aaa → VU   D) Z1.ppp → VU、Z4.aaa → AC     

 

（６）文２について、lag-2 の機能が欠損した変異 lag-2(0) を用いたモザイク解

析により、Z1.ppp 細胞だけを lag-2(0) とした。このときそれぞれの細胞

の運命はどうなると予想されるか。下記の A-D から選べ。 

A) Z1.ppp → AC、Z4.aaa → AC   B) Z1.ppp → VU、Z4.aaa → VU    

C) Z1.ppp → AC、Z4.aaa → VU   D) Z1.ppp → VU、Z4.aaa → AC    
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