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受 験 番 号 

 

      

問題冊子にも受験番号を記入すること。 

東京大学大学院新領域創成科学研究科 

メディカルゲノム専攻 

 

平成２０年度大学院入学試験問題 
専門科目＜選択問題＞ 

 

実施日：平成１９年８月６日（月） 

時間：  １４：３０～１６：３０（１２０分） 

 

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いけません。 

 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。 

 3．この問題冊子は４９頁です。 

 4．選択問題は、共通が１１問、博士後期課程専用が１問あります。修士課程受験

者は、共通の選択問題から、３問を選び解答しなさい。６年制学部を卒業・

卒業見込みで、博士後期課程を受験する者は、共通の選択問題から２問と、

博士後期課程専用１問を選び、３問を解答しなさい。 

 5．解答用紙は、選択した問題について各１枚、計３枚配られます。３枚あるか確

認しなさい。 

 6．各解答用紙の所定欄に受験番号を必ず記入しなさい。また、問題冊子にも受験

番号を記入しなさい。 

 7．各問題の解答には解答用紙各１枚を使用しなさい。 

 8．解答用紙の右上には問題番号欄があります。問題番号欄に、問題番号を記入し

なさい。 

 9．解答用紙は、裏を使っても構いませんが、図や化学式などを含め、罫線の枠の

中に収めなさい。なお、各問題において、字数、図や化学式などの使用につい

ての指示がある場合は、それに従いなさい。 

10．解答用紙に解答に関係のない文字、記号、図、式などを記入してはいけません。 

11．解答できない場合でも、解答用紙すべてに受験番号を記入して提出しなさい。 

12．解答用紙を草稿用に使用してはいけません。草稿用には問題冊子の中の草稿用

紙欄を使用しなさい。 

13．問題冊子、解答用紙は持ち帰ってはいけません。 

14．試験時間は２時間です。ただし試験開始後１時間を経過した後は、問題冊子、

解答用紙を試験監督に提出した上で退室してもかまいません。 
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〈選択問題〉 共通 選択問題 

選択問題１ 次の文章を読んで以下の問いに答えなさい。 

 

 ヒトなどのゲノム塩基配列では、４種類の塩基は比較的均等に出現しているが、厳密に

は均等ではない。このことを、塩基配列が４種類の目が不均一な確率で出現する四面体さ

いころによって作られたとモデル化することができる。 

 

(1) 一般にさいころのある目が確率 p (0 < p < 1) で出現するとき、N 回の試行におけるそ

の目の出現回数がn (



0  n  N )である確率P(n)は二項分布に従う。P(n)をp, N, n で表せ。 

 

(2) (1)の式を用いて、N 回の試行におけるこの目の出現回数の期待値を表す式を導出せよ

（ヒント：



(p q)N  qNNC1p
1qN1NC2p

2qN2  ..NCN p
N
）。 

 

(3) 四面体さいころの目が (T, C, A, G) = (0.2, 0.3, 0.2, 0.3) の確率で出るとする。このさい

ころを 1,000 回ふったとき、T と C はそれぞれ何回出現することが期待されるか（必要な

ら小数点以下は四捨五入せよ）。 

 

(4) 二項分布における確率変数 n の標準偏差の公式を導出し、これを用いて、(3)の場合の T

と C の出現回数の標準偏差を求めよ（必要なら小数点以下は四捨五入せよ）。 

 

 さらに精密には、ゲノムには CACACA..などのリピート配列が存在するなど、ある位置

の塩基の出現確率は、その左隣の位置の塩基の種類に依存していると表現できる（一次の

マルコフ連鎖モデル、先ほどの塩基組成に基づくモデルはゼロ次のモデルと言える）。 

 

(5) ある長さ N=4200 塩基対の DNA 分子について、一方の鎖における隣り合う塩基の出現

数を数えたところ、以下の表のようになったとする。この表の値から T の後に T が出現す

る確率（PTT ）と、A の後に G が出現する確率（PAG ）を推定せよ（必要なら小数点第３

位以下を四捨五入せよ）。 

 

5’側 ＼ 3’側 T C A G 

T 510 380 210 190 

C 240 170 360 230 

A 370 200 220 210 

G 190 170 220 220 

＜つづく＞ 
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(6) (5) の配列の相補鎖における PTT と PAGを推定せよ（必要なら小数点第３位以下を四捨

五入せよ）。 

 

(7) 上の考えをより精密化させていき、隣り合う n 塩基の列によって、その右隣りの塩基の

出現確率が決まるモデルを考える（n 次のマルコフ連鎖モデル）。一般に n の値が大きいほ

ど、配列の特徴を精密に表現できるはずであるが、現実には大き過ぎる n の値をとると問

題が生じる。それはなぜかを 100 字以内で述べよ。 

 

(8) (7)で、どのようにして妥当な n の値を決めればよいかについての自分の考えを、50 字

から 200 字程度で提案せよ。さらにその考えに基づき、ヒトゲノム N=3,000,000,000 をモ

デル化するのに妥当な次数 n を推定せよ。 
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草稿用紙 
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選択問題２ 次の文章を読んで以下の問いに答えなさい。 

 

溶液中の溶質分子や溶媒分子は、静止しているわけではなく活発に熱運動しており、衝

突を繰り返しており、そのようすはランダムウと呼ばれる。その結果、さまざまな巨視的

現象が生まれるが、拡散もそのような現象の一つである。 

 

図 

 

ブドウ糖水溶液で満たされた巨大な容器 A と B を考える。A におけるブドウ糖水溶液の

濃度は a (mol/l)，B の濃度は b (mol/l)である。A と B は均一な太さのまっすぐな管 C でつ

ながっている。C の断面積は S (ｍ2)、長さはｃ (m)である。C を通じての溶液の移動は無

く、物質は拡散のみで移動するとする。また、A と B は十分大きく常にかくはんされてい

て、拡散による溶質や溶媒の移動で、それぞれの濃度は変化しない状態にある。 

 

問1． 上記の空欄①と②に当てはまる語を、それぞれ下記より選び記号で答えよ。 

ア）対流、イ）層流、ウ）乱流、エ）熱伝導、オ）熱運動、カ）並進運動、 

キ）ランダムウォーク、ク）摩擦、ケ）楕円 

 

問2． 下記の中で、1 次元の拡散についての Fick の第一法則を示すものの記号を答えな

さい。なお、気体常数を R（JK-1mol-1）、絶対温度を T（K）、アボガドロ数を NA

（/mol）、拡散係数を D（m2/s）、並進摩擦係数を f（kg/s）、溶質の濃度をρ（mol/l）、

単位断面積あたり単位時間当たりの溶質の移動量を J（molm-2s-1）、 

 

＜つづく＞ 
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      1 次元の拡散方向の座標を x とする。 

(ア)  dxxDJ )(  

(イ) 
fN

RT
D

A

  

(ウ) 
x

x
DJ






)(
 

(エ)  dxxJD )(  

(オ) 
x

xJ
D






)(
  

 

問3． ブドウ糖の拡散係数を 1x10-9 (ｍ２ｓ-1)とし、a＝0.1、b＝0.01、S=10-3、c=0.1 と

したとき、1 分あたり、A から B に移る溶質の平均分子数を求めなさい。なお、

計算式も書きなさい。 

問4． 問３の場合の、管 C 内のブドウ糖の濃度分布を、C の長軸を A から B 向きを正

に、中点を x=0 として横軸に、ブドウ糖濃度ρ(x)を縦軸に図示しなさい。また、

濃度ρ(x)を x の関数として式であらわしなさい。 

問5． 上記の図から離れ、１次元の拡散を考える。ある時刻（t=0 とする）に 1 次元座

標の原点（x=0）に N 個の分子があったとする。その後、これらの分子はそれぞ

れ独立にランダムウォークし、ｔ秒後には、ある分布をする。1 次元の拡散につ

いての Fick の第二法則から、この分布ρ(x)は、この分子の拡散係数 D を用いて 

Dt

x

e
Dt

N
x 4

2

2
)(






  

 

と書くことができる。 

これを利用し、t 秒後の各分子の原点からの距離の２乗の平均を導出しなさい。 

なお、必要に応じて、下記の定積分③④⑤⑥の結果を使ってよい。 

 

    ③ 




 
a

dxe ax 2

     ④ 




 
aa

dxex ax 

2

122
   

    ⑤ 




 
aa

dxex ax 
2

4

4

32

   ⑥ 


 
0 2

12

a
dxxe ax

 

＜つづく＞ 
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問6． ブドウ糖の 25℃水中での拡散係数を 1x10-9 (ｍ２ｓ-1)とし、ブドウ糖分子が 25℃

水中で 10μｍを拡散するのに、平均何秒必要か求めなさい。計算式も書きなさい。 
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選択問題３ 次の文章を読んで以下の問いに答えなさい。 

 

熱力学に関する以下の問いに答えなさい。ただし、巨視的ポテンシャルとして、

内部エネルギーを E、エンタルピーを H、ヘルムホルツの自由エネルギーを A、

ギブスの自由エネルギーを Gと、また、状態量として、圧力を P、体積を V、温

度を T、エントロピーを Sと表記する。 

 

（１） A および Gの定義を、E、H、T、Sを用いて、次の形でそれぞれ式に示しなさい。 





G

A
 

 

（２） H と E の関係を、状態量 P、V、T、Sを用いて、次の形で式に示しなさい。 

H  

 

（３） 可逆過程における Eの完全微分 dEは以下のように示されることがわかっている。

可逆過程における A の完全微分 dA および可逆過程における G の完全微分 dG は

どのように表されるか。解答に加えて、その導出過程も簡潔に記すこと。 

VPSTE ddd   

 

（４） 設問（３）で求めた dA の式より、V が一定のもとで T が変化したときの A の変

化率は以下の偏微分で示される。では、Tが一定のもとで Vが変化したときの A

の変化率はどのようにあらわされるか。 

S
T

A

V














 
 

（５） 設問（３）で求めた dG の式より、P が一定のもとで T が変化したときの G の変

化率、および、Tが一定のもとで Pが変化したときの Gの変化率はどのようにあ

らわされるか。 

 

（６） マクスウェルの関係式は、熱力学における 4 つの状態量の関係を示したもので

ある。マクスウェルの関係式としては、以下の２つを含む４つの式が知られて

いるが、設問（４）および設問（５）の結果を用いて、残りの２つのマクスウ

ェルの関係式を導出せよ。 

 

 

＜つづく＞ 
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PS

VS

S

V

P

T

S

P

V

T





















































 
 

 

（７） 気体の圧力と体積と温度との関係を表す方程式を状態方程式と言い、理想気体

の場合は、R を気体定数、nを気体の量（モル数）として、 

 

nRTPV    あるいは VnV /  として RTVP   

 

であらわされる。 

しかしながら、理想気体は、気体分子が大きさを持たず分子間相互作用がな

いという理想的な状態を表しており、実際の気体では、圧力が充分に低い状態

に対応するに過ぎない。 

これに対し、実際の気体において幅広い圧力の範囲で成り立つように、気体

分子の大きさや分子間相互作用を考慮した様々な状態方程式が提案されている。 

状態方程式が 

RTbVP  )(      bは分子間相互作用を考慮した定数 

で表わされるとき、温度一定で、体積が、 1V から 2V へと膨張する場合の、モ

ル数あたりのエントロピー変化 S を、（６）で導出したマクスウェルの関係式

を用いて計算せよ。 

 

導出過程も書け。 
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選択問題４ 次に示す反応に関して、問１〜９の設問に答えなさい。 

 

CH2OHHO

CH3ONa

反応１ 反応２

Na2Cr2O7, H2SO4

反応３ 反応４ 反応５

反応６

CH2OHCH3O

CH3O OCH3C

O

CH3O C

O

CH3O OMgBrC

反応７

H3O+

CH3O OHC

化合物１

化合物２

化合物４

化合物５

化合物６

化合物８

反応８

HBr, 酢酸

CH3O BrC

化合物７

化合物９

CH3OH, H2SO4

試薬A

化合物３

試薬B

試薬B

 

 

問１. 化合物１について、次の文のうちで妥当なものに○、そうでないものに×を選び、

「（１）−○」のように答えなさい。 

 

 （１）脂環式炭化水素である。 

 （２）孤立電子対をもつ。 

 （３）フェノールの一種である。 

 （４）水素原子の総数は４である。 

 （５）第一級アルコールである。 

 

問２. 反応１をメタノール中で行うとき、生成する化合物２の構造式を書きなさい。また，

化合物２が得られる理由を、化合物１および反応溶媒の酸性度の観点から簡潔に説明しな

さい。 

＜つづく＞ 
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問３. 反応２に用いる試薬Ａとして適切なものを１つ挙げなさい。 

 

問４. 反応２を N,N-ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）中で行うと、メタノール中で反応を

行う場合と比較して、反応速度はどのように変化するか、理由も含めて簡潔に説明しなさ

い。 

 

問５. 化合物４の構造式を書きなさい。 

 

問６. 反応５および反応６で用いられる試薬Ｂ（有機金属試薬）の名称を記しなさい。ま

た、試薬Ｂを調製する反応について、原料、反応溶媒を明記して簡潔に説明しなさい。 

 

問７. 化合物５と化合物６の試薬Ｂに対する反応性の違いを簡潔に説明しなさい。 

 

問８. 反応８の機構を簡潔に説明しなさい。また、この反応で、化合物８のベンゼン環に

結合するメトキシ基は、化合物８の反応性にどのような影響を及ぼすか簡潔に説明しなさ

い。 

 

問９. 化合物９を適当な塩基の存在下、１当量の 1,4-ペンタンジオールと反応させたとき

の主生成物の構造を示しなさい。また、この反応の機構を簡潔に説明しなさい。 
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選択問題５ 酵素の反応に関する次の文を読み、下の問いに答えなさい。 

 

酵素とは、本来、生化学的な反応の ① となる ② のことをいう。ただ

し、近年、 ① 作用を示す核酸の存在が知られるようになり、その本来の定

義はいくぶん不明瞭な状況になってきている。いずれにしても、酵素は、反応

の ③ のみを変化させ、反応の前後で自身は変化しない。また、この際、 ④ 

を変化させることはない。このことは、酵素の存在が、  あ   。 

酵素の反応の理解するうえで重要なのは、基質の ⑤ 安定性と ⑥ 安定

性を区別して考えることである。 ⑤ 安定性は、平衡論的安定性とも呼ばれ、

基質と生成物(または副生成物)の間の自由エネルギー差で決定されるが、 ⑥ 

安定性は、基質を遷移状態へと変化させるのに必要な ⑦ 自由エネルギーG
‡

によって決まる。化学反応に関する理論は、現在も活発な研究が進められてい

るが、その古典的な理解は、Eyring によって導入された遷移状態理論に負うと

ころが大きい。この理論によれば、化学反応の速度定数 k は、 ⑧ 定数、プ

ランク定数 h、気体定数 R、温度 T として以下の式で示される。 

 

 
RT

G
h

T
k

‡

exp 
κ ) 

 

語句群：ア．タンパク質、イ．逆反応、ウ．濃度、エ．ファラデー、オ．

熱力学的、カ．基質と生成物の平衡、キ．励起化、ク．触媒、ケ．リボザ

イム、コ．基質と酵素の結合、サ．速度論的、シ．ボルツマン、ス．ＤＮ

Ａ、セ．速度、ソ．活性化、タ．アボガドロ、チ．阻害、ツ．低分子 

 

（１）①～⑧にあてはめるのに、もっとも適切な語を上の語句群から選んで記

号で答えなさい。 

 

（２）  あ  の記述として、もっとも適切な文を以下のＡ）〜Ｅ）から選び

なさい。 

 

A) 正反応の速度定数と逆反応の速度定数を等しくさせていることを意味

する。 

B) 正反応の速度定数と逆反応の速度定数を同じ倍率で変化させているこ

とを意味する。 

＜つづく＞ 
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C) 正反応の速度定数を変化させずに逆反応の速度定数のみ変化させてい

ることを意味する。 

D) 逆反応の速度定数を変化させずに正反応の速度定数のみ変化させてい

ることを意味する。 

E) 逆反応の速度定数の変化よりも正反応の速度定数を大きく変化させて

いることを意味する。 

 

（３）下図は、ある反応について、酵素を加えないときと加えたときのエネル

ギー変化を表したものである。a、b、c、d がそれぞれの状態の自由エネ

ルギーの値 [kJ/mol] を表すとき、次の（ア）〜（エ）のエネルギーの値

を「a + b」のように記しなさい。 

 

（ア）酵素がないときの正反応の活性化エネルギー 

（イ）酵素がないときの反応熱 

（ウ）酵素があるときの正反応の活性化エネルギー 

（エ）酵素があるときの反応熱 

 

（４）遷移状態理論をもとに考えれば、酵素の働きは反応のG
‡を減尐させるこ

とであると表現できる。また、突然変異による酵素の機能低下やバイオ

テクノロジーによる酵素の改良は、G
‡の変化として評価することが妥当

であるともいえる。さて、洗剤として利用されているある酵素は、 

＜つづく＞ 
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   改良により、300K のときの反応速度定数が 2.72 倍に上昇したという。        

改良酵素ではG‡の値がどれだけ変化したことになるか。気体定数 R を

8.3 J mol
-1

 K
-1 として求めなさい。解答に加えて、その導出過程も簡潔に記

すこと。ただし、自然対数の底であるネイピア数を e=2.72 とする。 

 

（５）設問（４）の反応を表した図として最も適していると思われるものを A

～H から一つ選びなさい。なお、ここではすべて、改良前の酵素の反応

を破線で、改良後の酵素の反応を実線で示している。 

 

 

 

 

（６）洗濯に塩分の多い硬水を使うと洗剤の泡立ちは悪くなるが、その中に入

っている酵素の活性が上昇する場合がある。なぜ上昇するのか、考えら

れる理由を１００字以内で説明しなさい。 

H G F E 
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選択問題 6 

 

問 1. 以下の問題を読んで、(1),(2),(4),(5),(8)に入る語句を選択するか、もしくは書きなさ

い。また、(3),(6),(7)の問いに答えなさい。 

 

 現在では、PCR(polymerase chain reaction)法を用いることで、細胞を使用することなく

目的の DNA を複製することが可能となっている。この方法では、増幅させたい DNA(テン

プレート DNA)、好熱菌由来の(1)、大量のプライマーと呼ばれるオリゴヌクレオチドを混

合しておく。反応液を高温にすると、二本鎖 DNA は一本鎖に解離する。急速に冷却すると、

一本鎖 DNA と相補的なプライマーが結合する(2) (a フュージョン、 b アニーリング)。こ

れを基点として DNA 鎖が伸張する。再び反応液を高温にして DNA 変性から繰り返すこと

で目的 DNA を増幅することが出来るのである。 

 

(3) PCR 反応においては、理論的には 1 サイクルで DNA の量が 2 倍となるので、n 回の反

応サイクルの後には、2n 倍の DNA がつくられることになる。1 サイクルの反応効率を

E(0<E<1)とすると、25 回のサイクルの後に DNA 量は何倍に増幅されているか？  

 

  また、競合的 PCR という方法を用いて目的 DNA の定量を行うことも可能である。この

場合、通常の PCR 反応液中に濃度の分かっている競合的テンプレート(competitor)を加え

て反応を行う。この競合的テンプレートは、目的の DNA と同じプライマーで増幅できるこ

と、この PCR 産物が目的 DNA と増幅サイズが異なるなどで区別が可能であることが必要

である。競合的 PCR を行った後、目的 DNA の増幅産物と競合的 PCR 産物の比から、目

的 DNA 量を求める。この比が 1:1 に近いほど正確な値が得られる。 

 

 実際に競合的 PCR を行い、下記の図に示すような実験結果を得た。図中の(4),(5)に入る

語句を選択せよ。 

 

(6) また、このときの酵素反応液中の目的 DNA 初期濃度(ng/l)を求めよ。 

 

チューブ 1 DNA competitor 0.001 ng/l  10l +酵素反応液 90l 

＜つづく＞ 
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チューブ 2 DNA competitor 0.01 ng/l  10l +酵素反応液 90l 

チューブ 3 DNA competitor 0.1 ng/l  10l +酵素反応液 90l 

チューブ 4  DNA competitor 1.0 ng/l  10l +酵素反応液 90l 

チューブ 5  DNA competitor 10 ng/l  10l +酵素反応液 90l 

 

 

(7) 細胞から RNA を単離し、(8)酵素と dNTP、そしてランダムヘキサマーオリゴヌクレオ

チドをプライマーとして反応を行って cDNA を調製した。これを元に 500-bp の目的 cDNA

を PCR 法により増幅することを試みたが、500-bp のシグナルだけでなく 750-bp のシグナ

ルも増幅されてしまった。どうやらゲノミック DNA の混入と思われるが、どうして 750-bp

のシグナルの増幅からこのように判断できるか述べよ。 

 

 

 

問 2. 

タイプ II 型の膜タンパク質 S のアミノ末端に His タグ標識を、カルボキシ末端に FLAG タ

グ標識を付加するようなキメラタンパク質をコードする cDNA 遺伝子を細胞に導入するこ

とで、このタンパク質 S を細胞に作らせた。この細胞を界面活性剤入りの溶液で破砕して

得た細胞溶解液中のタンパク質を、SDS-ポリアクリルアミドゲルを用いた電気泳動法によ

って、分子量の違いで分離した。この後、ゲル内の各タンパク質を電気的に転写した膜を

His タグまたは FLAG タグを特異的に認識する抗体溶液と反応させ、洗浄後に結合した抗

体を検出することで、タグを含むタンパク質の泳動位置を調べることにした。なお、この

細胞においては、タンパク質 S をつくらせない場合は、His タグを含むタンパク質、FLAG

タグを含むタンパク質のいずれも検出されないことを予め確認している。 

 タンパク質 S のアミノ酸配列から予想される分子量は約 70 kDa であったが、実際には細

胞溶解液からは His タグおよび FLAG タグを持つ約 75 kDa のシグナルがわずかに検出さ

れた。そして、約 25 kDa の His タグ含有タンパク質が多く含まれることが分かった。一方

で、細胞溶解液中の FLAG を含むタンパク質としては 75 kDa のものしか検出されなかっ

た。 
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 そこで、細胞を培養した培地を回収、濃縮して解析を行うことにした。その結果、培地

中には His タグを含むタンパク質は見つからなかったが、FLAG タグを含む約 50 kDa の

タンパク質の存在が確認された。 

 

(1) 細胞溶解液中に実際に検出されたタンパ

ク質 S の分子量が予想よりも大きかったこと

に関して、考えられる理由を 50 字以内で述

べよ。 

(2) どうして 25 kDa の His タグ含有タンパ

ク質が細胞溶解液中に、そして 50 kDa の

FLAG タグ含有タンパク質が培養液中に見い

だされるようになったか、考えられる理由を

200 字以内で述べよ。 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

＜つづく＞ 

左はHisタグを含むタンパク質、右は

FLAGタグを含むタンパク質を検出し

ている。 

レーン１,３は細胞溶解液を、 

レーン２,４は細胞培養液をアプライし

た。 
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問 3. 

 試験管で酵素反応を行うときは、通常、触媒量（10-12〜10-8 M）に匹敵する量の酵素量

が使われる。では、後述するような仮定の下で、生きている細胞における特定の酵素の濃

度の平均を推算せよ。  

(a)組織の 80％は水であり、その全ては細胞内に存在する。 

(b)全ての可溶タンパク質は、細胞の湿重量(wet weight)の 15%を占める。 

(c)全ての可溶タンパク質は酵素である。 

(d)タンパク質の平均分子量は 150,000 である。 

(e)およそ 1,000 種類の酵素が存在する。 
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選択問題７ 次の文章を読んで以下の問いに答えなさい。 

 

＜文１＞ 1928年に Griffithらは肺炎球菌を用いた実験で、夾膜をもち強病原性の S型菌

と夾膜を持たず病原性のない R 型菌の関連を調べた。生きた R 型菌単独や加熱殺菌した S

型菌をマウスに注射しても、マウスは症状を現さなかった。ところが、生きた R 型菌と加

熱殺菌した S 型菌を混合して注射した場合は、マウスは肺炎を起こして死亡した。このマ

ウスの体内にいる肺炎球菌を調べたところ、S 型菌のみが分離された。この結果は、「生き

ている R 型菌が死んだ S 型菌から何らかの成分を取り込んだことにより S 型に変わった」

ためであると説明できる。このような現象を(ア)という。 

 

（問１）(ア)にはいる語句はなにか。漢字４字で記せ。 

（問２）(ア)の現象は現在の遺伝子工学でも頻用される。次の文の（イ）～（ク）にもっ

とも適した語句を、後の語群から選び、イ- a のように、答えよ。 

 

（イ）切断によって得られたヒト MGS 遺伝子を持つ 7 （ウ）の DNA 断片を、マルチプル・

クローニング・サイトで同じ酵素によって切断した（エ）の（オ）と（カ）で連結し、エ

レクトロポレーション（電気穿孔法）で大腸菌 MGS7777 株に導入した。（オ）には、（キ）

遺伝子があり、遺伝子導入が成功した細胞系列を抗生物質が入った寒天培地のプレートで

選択した。コロニー１０個のそれぞれから（エ）を調製し、環状 DNA マーカーと共に（ク）

を行ったところ、7 kb, 14 kb のものの他に、11 kb のものが得られたので、これを組み換

え体と推定した。 

 

＜語群＞ 

（イ）（a, 制限酵素; b, 修飾酵素；c, DNA ポリメラーゼ；d, ポリヌクレオチド・キナーゼ） 

（ウ）(a, bp; b, kb; c, mb; d, cb; e, kg) 

（エ）(a, プラスチド；b, ミトコンドリア；c, エンドスポア；d, RNA ウイルス;  

      e, ヘルペス・ウイルス; f, プラスミド) 

（オ）(a, マスター；b, プローブ；c, ニードル；d, ベクター；e, マーカー)(4 kb) 

（カ）（a, ジャイレース；b, トポイソメラーゼ；c, リガーゼ；d, ヘリカーゼ； 

      e, エキソヌクレアーゼ） 

（キ）（a, 毒素タンパク；b, 芳香族化合物資化酵素；c,抗生物質耐性;  

      d, 蛍光タンパクをコードする；e,表面抗原タンパクをコードする） 

（ク）（a, X 線結晶解析; b、シークエンシング; c、アガロース・ゲル電気泳動;  

      d、蛍光顕微鏡観察；e, NMR） 

 

＜つづく＞ 
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＜文２＞ 1940 年代に、Avery らは、Griffith の実験に基づき（ア）の現象を引き起こす

活性を担う物質の分離を、次のプロトコルで試みた。 

 

 S型菌の培養液(75 L) 

  ↓ 

 遠心による集菌、生理食塩水に懸濁 

  ↓ 

 65°Cでの熱処理(30分間)、遠心による菌体の洗浄 

  ↓ 

  (省略)  

  ↓ 

 フラクション 44 

 

フラクション４４の一部を用いる事で、R型から S型への（ア）が認められた。 

 

（問３）フラクション 44の活性成分が DNAである事を示すのには、どうすれば良いか。30

字以内で述べよ。 

 

＜文３＞ レーダーバーグは、1946 年に大腸菌 K12 株の多重栄養要求性変異株の混合培養

系で変異株が野生型に戻ることを証明した。 

 

表 単独培養と混合培養から得られる変異株 

多重栄養要求性変異株 単独培養、混合培養から得ら

れた変異株 

混合培養のみから得られる

変異株 

B-M-P+T+と B+M+P-T- B+M-P+T+と B+M+P+T- 

B-M+P+T+と B+M+P-T+ 

B+M+P+T+ 

B:ビオチン Ｍ：メチオニン、Ｐ：プロリン、T：スレオニン —は要求性、+は非要求性 

 

（問４）これら多重栄養要求性変異株 2 株を、菌体が通過できないサイズの孔からなるフ

ィルターで隔てて培養すると、非栄養要求株は出現しなくなった。これによって、細胞間

の直接的接触によって遺伝形質が移動することが示された。この現象を何と呼ぶか。漢字

４字で答えよ。 

 

＜文４＞ メディカル太郎君は、ある種（species）の細菌に抗生物質メゲナイマイシン耐

性の株が増えていることに注目した。メゲナイマイシン耐性でゲノムマイシン感受性の株 

＜つづく＞ 
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を、メゲナイマイシン感受性でゲノムマイシン耐性の株と混合培養する事によって、両薬

剤に耐性の菌が現れることを発見した。両株の他の遺伝子型を調べる事によってメゲナイ

マイシン耐性遺伝子の方が移動したことが分かった。太郎君は、上に述べた方法から、こ

の機構が（ア）でないことを示した。次に、菌を通さないフィルターを挟んで混合培養し

たところ、依然としてメゲナイマイシン耐性遺伝子の移動は起き、（問４）の現象の可能性

も否定された。メゲナイマイシン耐性遺伝子領域をクローン化して、シークエンスを決め

たところ、単一の遺伝子に担われていること、その隣にサイト特異的組み換え酵素遺伝子

ホモログがあること、２つの遺伝子は 20 bpの direct repeatsに挟まれていることが分か

った。 

 太郎君は、遺伝子導入は、この耐性株の持つあるプロファージが増えるときに、メゲナ

イマイシン耐性遺伝子がファージ粒子にファージゲノムと一緒に包み込まれ、感受性菌に

注入されることによるのではないかと考えた。ところが、太郎君が耐性菌の培養液から、

大きさによってこのファージを精製してきても、それには遺伝子導入の活性は無かった。

しかし、より小さな粒子に対応するフラクションに遺伝子導入の活性が検出されたが、こ

こにはファージ DNAは存在しなかった。 

 さらに、メゲナイマイシン耐性遺伝子の伝達は、受容菌株によって異なる事が分かった。

テストした受容菌の多くでは、混合培養後に、液体の一部を、メゲナイマイシン入りだが

供与菌が生えられない寒天培地に塗ると、大きなコロニーが現れた。それらは、染色体に

上のような遺伝子塊を獲得していた。このコロニーの一部をメゲナイマイシンの無い寒天

培地に塗ったところ、大きなコロニーが形成された。しかし、X株を受容菌としたときには、

小さいカスのようなコロニーが現れ、そこから得られた染色体 DNA にはこの遺伝子塊が検

出できず、非染色体 DNA フラクションにごく微量のメゲナイマイシン耐性遺伝子が検出で

きた。このコロニーの一部をメゲナイマイシンの無い寒天培地に塗っても、コロニー形成

は無かった。 

 

（問５） 推測されるメゲナイマイシン耐性遺伝子伝達の機構を一つ述べよ。100字以内。 

（問６）それを証明するためには、どのような実験をすればよいか、述べよ。100 字以内。 

（問７）受容菌 Xで起きた現象を推測せよ。100字以内。 

 

＜文５＞ ゲノム花子さんは、修士課程では、メゲナイマイシンの抗菌作用が、この細菌

のメゲソームという装置の中のメゲソーマル RNA に結合して、細胞死の引き金をひく事に

よることを証明した。さらに、花子さんは、博士課程では、上のメゲナイマイシン耐性遺

伝子の産物が、リン酸化によってメゲナイマイシンを不活化する事を明らかにした。さら

に、in silicoのタンパク質立体構造予測から活性サイトを予測して、耐性を失わせるアミ

ノ酸置換変異体を作成したところ、予想通り务性であった。つまり、耐性遺伝子と感受 

＜つづく＞ 
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性遺伝子を一つの菌に共存させると、その菌は耐性を示した。以上の研究結果にもとづい

て、この耐性遺伝子産物によって不活化されないメゲナイマイシン類縁体の開発に取りか

かった花子さんが、驚きかつ悲しんだことには、今年の夏になってから第２のタイプのメ

ゲナイマイシン耐性変異をもつ細菌が流行した。こちらでは耐性遺伝子の方が务性であっ

た。 

 

（問８）第２のメゲナイマイシン耐性の機構として推測される機構の一つを簡潔に述べよ。

100字以内。 
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選択問題８ 味覚受容についての次の（１）〜（７）の問いに答えよ。 

 

＜文１＞ 味覚は、食物の中にある化学分子が特定の細胞に作用することによって生じる。

味を感じるのは舌の表面近くにある(ア)という味覚の受容装置である。それを構成する味

覚受容体細胞の細胞膜上に味覚レセプターが発現している。基本的な味の要素として、苦

み(bitter)、塩辛さ（salty）、甘み(sweet)、うまみ（umami）、酸っぱさ(sour)の５種類を

ヒトは感じる。これらの組み合わせとしてすべての味覚が理解できる。どのようにこれら

の基本的な味覚を識別しているのかが急速に明らかになってきた。 (ア)は、それぞれの味

を別々に識別する味覚受容体細胞が集まって構成されると考えられてきたが、近年の分子

生物的な解析から、ひとつの味覚受容体細胞上に様々な味を感じるレセプターが発現して

いてそれらの組み合わせによって味を識別しているというモデルも提唱されている。 

 塩辛さは、NaCl などの（イ）を得るための情報と考えられる。酸っぱさは酸から解離し

た（ウ）の刺激によって生じる味である。それは、腐敗物質など有害物質から動物を守っ

てきた。塩辛さと酸っぱさの受容は、味覚受容体細胞に分布するナトリウムイオンと（ウ）

の（エ）を介して行われる．これらを通って陽イオンが味覚受容細胞に流入することで、

細胞内のシグナル伝達過程を経て、膜電位の（オ）が起きる。その変化が細胞内に（カ）

を流入させる。すると何らかの神経伝達物質が（キ）に放出されて、味覚（ク）に（ケ）

が発生する。この情報が（コ）に伝達される。 

 

（１）（ア）に適当な漢字２字を記せ。 

 

（２）（イ）—（コ）に入る最も適切な語を次から選び、イ- aのように答えよ。 

a, OH-イオン；b, エチジウムイオン；c, 塩素イオン；d, 神経；e, はしご形神経；f, 脊

髄；g, 静止電位；h, 閾値；i, 反射弓；j, ビタミン；k, サプリメント；l, ダイエット；

m, 活動電位；n, チャンネル；o, ディバイダー； p, 神経伝達物質；q, フェロモン；r, フ

ロリゲン；s, サイクリン；t, 双極；u, 反双極；v, 脱分極；w, 分極；x, シグナル伝達；

y, カルシウムイオン；z, 水平伝達；aa, ホリゾンタル伝達；bb, ミネラル；cc, H+イオン；

dd, シナプス；ee, 性繊毛；ff, 鞭毛；gg, 神経筋接合；hh, イオノフォア；ii, スクリ

ーン; jj, エピジェネティクス；kk, トランスポゾン；ll, 中枢; mm, 脊髄; nn, 脊索；

oo, 胸腺 

 

＜文２＞ 甘み、苦み、うまみを感じるためのレセプターにはある種の蛋白受容体が関与

していることが明らかにされてきた。甘み、うまみに関係する蛋白受容体には、T1r1, T1r2, 

T1r3 の３種類がある。苦みには、T2r と呼ばれる蛋白受容体が関与しているが、この T2r

には 30種類以上があると考えられている。               

 ＜つづく＞ 
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 次の図は 2006 年に

Chandrashekar らにより

Nature に掲載された味

覚に関する研究データ

である。これは、各蛋白

受容体遺伝子を破壊し

たマウス(-KOは、その遺

伝子を破壊したマウス

を意味する。)で、それ

ぞれの味に対して味覚

受容体細胞がどのよう

に反応しているのかに

ついて、電気生理学的に

解析した図である。図中、

Plc-2 と Trpm5 は各蛋

白受容体下流の共通の

シグナル伝達因子であ

る。 

 

 

 

（３）この図から、うま

み、甘み、苦みを感じるための分子経路について何が推測できるか。図式と 100 字以内の

文で答えよ。 

 

（４）＜文１＞中の下線部にあるような２つのモデルが提唱されている。甘い物とうまい

物の大好きなメディカルゲノム専攻の大学院生であるゲノム花子さんは、「同一の細胞

が、うまみと甘みを感じている」という仮説を検証しようと考えた。そのために、まず、

「うまみのレセプターと甘みのレセプターが、（ア）装置の中で同じ細胞に存在するか」

を調べようとした。どのようにすれば良いか。100字以内で答えよ。 

 

（５）次に、花子さんは、「同一の細胞が、うまみと甘みを感じている」かどうかをより直

接に知りたいと考えた。どのような実験をすれば良いか。100字以内で答えよ。 
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＜つづく＞ 

（６）20XX 年、東京大学柏キャンパスの池の中からメディカルゲノム専攻の大学院生によ

って、新種の生物が発見された。その生物はメディゲゾンと名づけられ、新聞やテレビ

で大きな話題となった。 

さて、下等で非常に小さい動物であるメディゲゾンでは、甘み受容細胞とうまみ受容

細胞が特殊化している。甘み、うまみを感じると、その濃度が濃くなる方向に動いてい

く。甘みを感じなくなった変異体（ダイエター変異体と呼ぶ）を得るにはどうしたらよ

いだろうか。100 字以内で答えよ。 

 

（７）メディゲゾンは、頭部の左側に甘みの受容細胞、右側にうまみの受容細胞を持つ。

左側にうまみの受容細胞、右側に甘みの受容細胞を持つ変異体を得るにはどうしたら良

いだろうか。200 字以内で答えよ。 
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選択問題９ 遺伝暗号に関する次の文章を読んで、以下の問いに答えなさい。 

 

 遺伝暗号の解読が行われた 1960 年代には現在のような塩基配列の解読法は存

在しなかったため、さまざまな工夫が行われた。まず突破口を開いたのは、1961

年 Nirenberg らの研究である。彼らは（ァ）ポリウリジル酸（ポリ U）を大腸菌の

無細胞タンパク質合成系に加えるとフェニルアラニンだけからなるポリペプチ

ドの合成が行われることを見いだした。さらに、（イ）２種類のヌクレオチドがラン

ダムに混合した合成ポリヌクレオチドや（ゥ）「２連」、（エ）「３連」、（オ）「４連」の

合成ポリヌクレオチドを用いた実験、（カ）トリヌクレオチドを介した（１）とリボ

ソームの結合実験などにより、大腸菌のすべての遺伝暗号が解読された。 

 

問１．下線部（ア）でポリ Uを合成するのには次に示す反応を触媒する酵素が用い

られた。（ ）にあてはまるのは、モノ、ジ、トリのどれか答えなさい。 

 

(RNA)n ＋リボヌクレオシド（ ）リン酸  (RNA)n+1 ＋ 無機リン酸 

 

問２．下線部（イ）に関して、U と A、U と C、U と G という３つの２種類混合ポリ

ヌクレオチドのすべてでフェニルアラニン以外にアミノ酸Ｘ1 が取り込まれ

ることがわかった。このように、一つのアミノ酸が異なったポリヌクレオチ

ドから合成されるという結果から導き出される遺伝暗号の特性に関して、以

下の文章の（ ）内に入る漢字２字を答えなさい。 

 

  「遺伝暗号は（   ）している」 

 

問３．下線部（ウ）、（エ）に関して、A と C が交互に連なるポリヌクレオチド（ポ

リ AC）を用いたときのポリペプチドにはアミノ酸Ｘ2とＸ3、AAC がつながっ

ていくポリ AACではアミノ酸Ｘ2、Ｘ4、Ｘ5が含まれていることがわかった。 

 

問３−１．ポリ AC でできるポリペプチドはどのような配列になるか。 

問３−２．ポリ AAC でできるポリペプチドはどのような配列になるか。 

問３−３．この実験からわかるアミノ酸Ｘ3のコドンは何か。 

 

 

＜つづく＞ 
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問４．下線部（オ）に関してポリ UXUC とポリ XUXG という４連のポリヌクレオチド

を用いたところ、ポリ UXUC ではテトラペプチドが繰り返すポリペプチドを合

成したのに対して、ポリ XUXG ではトリペプチドしか合成されなかった。 

         Xにあてはまるヌクレオチドを答えなさい。 

 

問５．下線部（イ）に関して、Aと Cが 5：1の割合でランダムに入ったポリヌクレ

オチドを用いて実験したところ、合成されたポリペプチドには 6 種類のアミ

ノ酸（①〜⑥）が、①：②：③：④：⑤：⑥＝100：24：20：20：4.8：4.0

の構成比で含まれていることがわかった。アミノ酸の取り込み効率は同じも

のとして以下の問いに答えなさい。 

 

問５−１．AAA でコードされるアミノ酸は①〜⑥のどれか。 

問５−２．CCC でコードされるアミノ酸は①〜⑥のどれか。 

問５−３．Aと Cが 1：2の割合となるコドンでコードされるアミノ酸は①〜⑥の

どれか。 

問５−４．A と C を１：5 の割合にしてポリヌクレオチドを合成して実験したと

きにできるポリペプチドでの⑤/④を計算しなさい。 

 

問６．下線部（カ）に関して以下の問いに答えなさい。 

 

問６−１．（１）にあてはまる用語を以下から選んで答えなさい。 

 

 mRNA、DNA、アミノアシル tRNA、リボソーマル RNA、RNA合成酵素 

 

問６−２．下線部（カ）の実験の概要を模式図も使いながら１００字程度で説明

しなさい。 
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選択問題１０ タンパク質合成に関する次の文章を読んで設問に答えなさい。 

 

 タンパク質の合成に際して mRNA の翻訳反応に関わる基本的な仕組みは、原核生物と真

核生物で共通していると考えられている。中でも、翻訳機能の中心触媒分子であるリボソ

ーム(1)の主要な触媒機能の種間保存性はきわめて高い。 

 タンパク質の合成反応のうち、遺伝暗号の解読過程は、開始、伸長、終結の３つの過程(2)

に分けられるが、mRNA 上の遺伝暗号に対応するアミノ酸を運ぶアダプター分子である

tRNA と協調して機能するタンパク質群のうち、とりわけ GTP 結合性タンパク質は３つ全

ての過程に関わり、それぞれリボソームに作用することで正確で迅速なタンパク質合成を

可能にしていると考えられている。一方で、それぞれの過程の分子機構には、真核生物と

原核生物との間に大きな違いもある事が知られている(3)。 

 これまで mRNA 上の遺伝暗号を正確に翻訳するための仕組みが特に注目されてきたが、

近年、細胞内で生じた不良 mRNA(4)に由来するタンパク質合成を回避する品質管理機構の

重要性も指摘されるようになってきた。大腸菌等の原核生物における trans-translation 機

構(5)や、真核生物における nonsense-mediated mRNA decay(NMD)機構(6)などがよく研究

されている。 

 

問１． 下線部（１）は２種の生体高分子種からなる複合体であるが、それは何かそれぞれ

の名称を日本語と英語（一般的な略語があれば正式名称に併記）で答えなさい。 

 

問２． 下線部（１）および（２）に関する以下の文章について、記述が正しい場合は○、

誤りであるものは×で答えなさい。 

 

ア． リボソームは大サブユニット、小サブユニット二つのサブユニットから構成され、そ

れぞれの機能分担は、大サブユニットが遺伝暗号の解読機能、小サブユニットがペプ

チド鎖の結合反応である。 

イ． リボソーム分子内では tRNA と mRNA 上の塩基対合による正確な遺伝暗号解読が実

現されている。 

ウ． リボソーム上でペプチド鎖にアミノ酸残基を新たに一つ付加する触媒反応には GTP

の加水分解が必須である。 

エ． ３つの遺伝暗号の解読過程のうち、mRNA 上の遺伝暗号コドンに対応する tRNA が用

いられるのは、開始と伸長の２過程のみである。 

オ． 全ての生物種内の tRNA には遺伝暗号表の 64 通り全てのコドンに対する相補配列を

含むものが存在する。 

 

＜つづく＞ 
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カ． 伸長反応に機能する GTP 結合タンパク質である EF-Tu（原核生物の場合、真核生物

では EF-1α）は、tRNA の CCA 末端へのアミノ酸付加反応を触媒する酵素である。 

キ． 真核生物の場合、ほとんどのタンパク質合成は核の内部で行われ、合成されたタンパ

ク質は、それぞれに対応した輸送経路で機能部位に運ばれる。 

ク． ナンセンスサプレッサーtRNA とは、本来は終止遺伝暗号（終止コドン）に対応する

アンチコドン配列を持つ tRNA が変異し、終止コドン解読に用いられなくなったもの

のことである。 

ケ． 3塩基ごとに暗号化されたmRNA上のタンパク質遺伝暗号の読み枠は通常は正確に維

持されるが、読み枠を積極的にずらして（フレームシフト）終止コドンを回避するこ

とで延長されタンパク質合成される遺伝子が知られている。 

コ． 通常、タンパク質の合成は、リボソーム上で合成されたポリペプチドが最後のアミノ

酸に対応する tRNA と共有結合した形でリボソームから遊離することで完了する。 

 

問３． 下線部（３）について、原核生物と真核生物の遺伝暗号解読過程において、開始過

程にかかわる mRNA の基本構造で、真核生物に特徴的な mRNA 上の基本構造の名

称を答え、その役割を原核生物の場合との違いがわかるように１５０字以内で説明

しなさい。 

 

問４． 正常なタンパク質を合成することが出来ない不良 mRNA は様々な細胞内分子機構

のエラーにより生成することが予想される。どのようなときに不良 mRNA が生成

するのか典型的なものを３つ示しなさい。（ただし、一旦合成された正常 mRNA を

経由するものは除く。） 

 

問５． 前問で挙げた不良 mRNA が、高等動物体細胞の機能性に対して、どのような不利

益をもたらすのか５０字以内で簡略に述べなさい。 

 

問６． 下線部（５）および（６）の機構について、どのような種類の不良 mRNA につい

てどのような分子機構で回避されると考えられているか、（５）もしくは（６）のい

ずれか一つのみについて２００字以内で説明しなさい。 
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選択問題 11 癌関連遺伝子（Ｘ）の機能解析に関する次の文章を読んで、 

以下の問いに答えなさい。 

 

 現在、３人に１人が癌で亡くなると言われており、この癌を撲滅するための研究

が世界中で精力的に行われている。その研究の成果によって、癌とは複数の遺伝子の異常

が重なり合った結果、細胞が本来の働きを失い、かつ無秩序な増殖を繰り返していく現象

であることがわかってきた。近年の研究より、正常な細胞が癌細胞になる（癌化する）際

には、大きく３つタイプの遺伝子①「癌遺伝子」「癌抑制遺伝子」「DNA 修復遺伝子」が関

与すると考えられている。現在、癌の発症、進展のメカニズムの解明のために、これら癌

関連遺伝子を同定し、それらの機能を解析する研究が多く行われている。 

 遺伝子Ｘは、②DNA マイクロアレイ法を用いた大規模発現解析でヒト乳癌におい

て高頻度に発現増加を示す機能未知遺伝子であり、癌遺伝子の候補として報告されている。

この遺伝子には、20 個のエキソンで構成されている全長 3,500 塩基の転写産物(X-1)と、4

番目のエキソンが（  ③  ）によって欠如した 19 個のエキソンからなる全長 3,200 塩

基の転写産物(X-2)の2種類の産物が存在する。ノーザンブロット解析および定量的RT-PCR

法によると、乳癌細胞においては、X-1 転写産物が正常細胞に比べて高発現していた。さら

に各転写産物は、500 アミノ酸残基および 400 アミノ酸残基からなるタンパク質をそれぞ

れコードしており、in silico 解析の結果、コードするタンパク質は両者とも④GPCR である

ことが予測された。X-1 タンパク質のアミノ末端細胞外領域を特異的に認識するモノクロー

ナル抗体を作製し、その抗体を蛍光色素で標識して免疫細胞染色法による X-1 タンパク質

の細胞内局在を調べた。その結果、遺伝子Ｘが高発現している乳癌細胞株において、細胞

膜に局在する染色像が確認された。次に、癌細胞における機能を解析するために、X-1 発現

プラスミドを作製後、X-1 低発現細胞株に導入し、多数の安定発現細胞株を樹立した。その

結果、X-1 を導入した安定発現細胞株では、X-1 の発現量と細胞増殖速度の増加に相関が認

められた。また、タンパク質 X-1 の機能を解明する目的で、⑤GAL4 を用いた酵母の

Two-hybrid 法を用いて X-1 タンパク質に相互作用するタンパク質の探索を行った。その結

果、機能既知のタンパク質 Y が同定された。 
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問１． 下線部①について、下記から最も妥当な文章をひとつ選択しなさい。 

 

（ア）細胞増殖に対して、癌遺伝子はアクセル、癌抑制遺伝子はブレーキにあたる。 

（イ）細胞増殖に対して、癌遺伝子はアクセル、癌抑制遺伝子はアクセルにあたる。 

（ウ）細胞増殖に対して、癌遺伝子はブレーキ、癌抑制遺伝子はブレーキにあたる。 

（エ）細胞増殖に対して、癌遺伝子はブレーキ、癌抑制遺伝子はアクセルにあたる。 

 

問２． 下記の各遺伝子は、(A)「癌遺伝子」、(B)「癌抑制遺伝子」のどちらに分類されるか、

「（ア）−（A）」のように答えなさい。 

 

（ア）p53 遺伝子、（イ）K-Ras 遺伝子、（ウ）myc 遺伝子、（エ）Rb 遺伝子 

 

問３． 下線部②のDNAマイクロアレイ法の原理について述べられている下記の文章の(A) 

- (D)に下記の語句から選んで、「（A）—（ア）」のように答えなさい。 

 

予め調製された数百から数万種の DNA 断片（ＰＣＲ増幅産物、合成オリゴヌクレオチドな

ど）を、スライドグラスなどの基盤上に高密度に固定する。対象とする試料から抽出した

(  A  )に蛍光物質または放射同位元素を用いて標識しプローブとして、基盤上に固定

した DNA と(  B  )反応を行わせる。その(  C  )形成の強度を指標として、その

シグナル強度を測定する。これによって多数の遺伝子の(  D  )を調べる。 

 

＜語句＞ 

（ア）ハイブリッド、（イ）protein、（ウ）ハイブリダーゼーション、（エ）発現量、 

（オ）RNA、（カ）抗原抗体、（キ）細胞抽出液 

 

問４． ③に適当な語句を入れよ。 

問５． 下線部④GPCR は何の略か英語で記しなさい。 

問６． GPCR について述べた下記の文章を完成させなさい。 

 

（  A  ）回膜貫通型の受容体であり、細胞外からのシグナルを受容すると（  B  ）

を活性化するタンパク質の総称。 
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問７． 下線部⑤GAL4 を用いた酵母の Two-hybrid 法の原理について述べられている下記

の文章の（A-H）に下記の語句から選んで、「（A）—（ア）」のように答えなさい。

ただし、同じ言葉を何度使用しても良いこととする。 

 

Stanley Fields らによって開発された酵母の Two-hybrid 法とは、２つの遺伝子産物を

（  A  ）(GAL4)の（  B  ）領域と（  C  ）領域にそれぞれ融合させて、

両者の相互作用をレポーター遺伝子の（  D  ）を指標にして検出する方法である。

GAL4 の（  E  ）ドメインにタンパク質 X を融合させたものと、（  F  ）ドメ

インにタンパク質 Y を融合させたものを酵母核内で同時に発現させる。X と Y が相互作用

をする場合には、GAL4 の（  G  ）としての機能が復活し、（  H  ）ドメイン

の結合領域の下流にあるレポーター遺伝子(LacZ あるいは、HIS3)の転写、翻訳が起こるこ

ととなる。 

 

＜語句＞ 

（ア）転写因子、（イ）細胞外、（ウ）DNA 結合、（エ）RNA 結合、 

（オ）RNA-タンパク質複合体、（カ）転写活性化、（キ）キメラ、 

（ク）膜タンパク質、（ケ）核タンパク質 

 

問８． この蛋白質 X-1 に相互作用する蛋白質の探索に、酵母の Two-hybrid 法を使用する

場合の問題点１つを提示しなさい(１００字以内)。 

 

問９． 上記の文章の内容から、この遺伝子Ｘを標的として、乳癌の分子標的治療を考えた

場合に、どのような戦略が考えられるか、「抗体」という言葉を使用して、１００字

程度で述べなさい。 
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〈選択問題〉 博士後期課程専用 選択問題１２ 

 

問１. 次のがんに関する記述で正しいと思われるものに○を、間違っているものに×をつ

けよ。 

 

(1) がん細胞は、遺伝的に安定な細胞の集団である。 

(2) がん細胞は、アポトーシスによる細胞の自殺を促進する傾向がある。 

(3) がん症例のほとんどは、環境因子ではなく遺伝因子が原因となっている。 

(4) 腫瘍が大きくなるためには十分な血液の供給が必要なので、血管新生が不可欠である。 

(5) がん細胞は、増殖の制限機構をすり抜ける。 

 

 

 

問２.  近年、東南アジアを中心とした地域で鳥インフルエンザウイルスが流行している。

中でも H5N1 亜型の高病原性鳥インフルエンザウイルスが深刻な被害をもたらしつつある。

鳥からヒトへの感染伝播も発生しており、死亡者数も報告されている。 

 

(i) H5N1 内の H と N は何を表しているかを、カタカナで記せ。 

(ii) これらの高病原性鳥インフルエンザウイルスが、鳥において高病原性を示す機序を

150 字以内で記述せよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜つづく＞ 
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問３. DNA のフィジカルマッピングには制限酵素を用いることが多い。ある線状 DNA 

{17x103 塩基対(bp)}を制限酵素 A で切った後、ゲル電気泳動にかけると表 1.1 のような分

子量の断片に分かれた。そこでおのおのの断片を抽出した後、制限酵素 B で切り、ゲル電

気泳動にかけると、それぞれ表 1.1 のような断片になった。上の操作を逆にして、まず制限

酵素 B で切って得た断片をつぎに制限酵素 A で切ると表 1.2 のようになった。これらの結

果から、もとの DNA の上に制限酵素 A および B の切断部位はどのように分布しているか

を図示せよ。なお表中の数字は、各断片の長さ（単位, x 103 bp）を示し、断片の量はいず

れの場合もモル数にして等しかった。解答は例に従って答えよ。 

 

表 1.1 

制限酵素 A で切ったときの断片の分子量 おのおのの断片を制限酵素 B で切ったとき

の断片の分子量 

7.0 

4.8 

3.2 

2.0 

     3.6, 3.4 

     4.8 (変化なし) 

     1.3, 1.9 

     2.0 (変化なし) 

 

表 1.2 

制限酵素 B で切ったときの断片の分子量 おのおのの断片を制限酵素 A で切ったとき

の断片の分子量 

10.3 

3.4 

3.3 

     4.8, 3.6, 1.9 

     3.4 (変化なし) 

     2.0, 1.3 

 

 

例 

 

              B          A           B            A              B 

 

 

 

 

 

 

 

＜つづく＞ 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
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問４. 遺伝についての次の問題に答えよ。 

 

（１）次のうち妥当な文に○、妥当でない文に×を記せ。 

 

a.「対立遺伝子（allele）」とは、競争排除（competitive exclusion）関係にある遺伝子の事

と定義される。 

b.「务性（recessive）」とは、遺伝子が残す子孫の数（適応度 fitness）において务っている

事と定義される。 

c.「性染色体（sex chromosome）」とは、生殖に直接間接に関係する遺伝子を持った染色体

の総称と定義される。 

d.「エピスタシス（epistasis）」とは、二つの遺伝子の座（locus）が、染色体上で近接して

いる事と定義される。 

e.「連鎖非平衡（linkage disequilibrium）」とは、血縁選択（kin selection）説における個

体数の非線形的変動と定義される。 

 

  疾患 A の患者の家族間での疾患を調べたところ、下記のような家系図が得られた。た

だし、この病因遺伝子は単一であり、図中の A, a, d, は疾患 A の原因となる対立遺伝子は

もっていない。 

 

 

 

 

 

＜つづく＞ 

  正常  疾患 A 
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（２） この原因となる対立遺伝子は、優性または务性のどちらかであるかを推定し、さ 

        らにその根拠を１００字以内で説明せよ。 

 

（３） 常染色体上に原因遺伝子があるか否かを推定し、さらにその根拠を１００字以内 

    で説明せよ。 

 

（４） この病因遺伝子がどの染色体にあるかを推定し、さらにその根拠を１００字以内 

    で説明せよ。 

 

（５） 図中５の個体と疾患 A の対立遺伝子をもっていない男性との間に男子が生まれた 

    場合の疾患 A になる確率はどうなるか。導出過程を含め１００字以内で述べよ。 
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