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 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。 
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しなさい。 
 5． 解答用紙は、選択問題について各１枚の計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。 
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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〉 

 
選択問題１  
 
 
あるひも状高分子 D が x軸上の原点（x = 0）に固定されている。この高分子 Dはある
反応で自己自身を複製することができる。このとき、図に示すように、1 回の反応サイ
クルが終わると、自身が固定されていた点から距離 aだけ離れた場所（x = aまたは x =
‐a）に自己のコピーを複製する。同様に次の反応サイクルでは、複製されたコピー分
子も、自身の固定された点から距離 aの場所にコピーを複製し、反応サイクルが進むに
従い、分子 Dは 1次元上でその数を増す。簡単のためこの分子の大きさは無視し、同一
の地点を多数の高分子 Dが同時に占めることが可能であるとする。また各サイクルでの
反応は完全に終結するものとする。反応サイクル数を n (n= 0,1,2…)とし、以下の問い
に答えなさい。 

 
     

図  
 
問１． 10サイクルの反応終了後の高分子 Dの総分子数はいくつになるか。 

 ＜つづく＞ 
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問２． 2サイクル後、x = aの地点に存在する高分子Dの分子数の期待値を求めなさい。 
 
 
問３． 3サイクル後の各 x座標での高分子 Dの分子数の期待値を求めなさい。 
 
 
問４． nサイクル後、x = naの地点にいる高分子 Dの分子数の期待値を求めよ。また、

高分子 Dの分子数の期待値が最も大きくなる地点はどこか。 
 
 
問５． n サイクル後、ある点での高分子 D の分子の期待値が M(x, n)である時、n+1

サイクル後、この地点で観測される高分子 D の分子数の期待値 M(x, n+1)を
M(x‐a, n), M(x+a, n)を用いて表しなさい。 

 
 
問６． 10 サイクル後、高分子 D の分子数の期待値の x軸上での分布の概略を示しな

さい。 
 
 
問７．  高分子 Dが増幅されない系、すなわち複製を終えた高分子 Dが速やかに分解

される系を考える。10 サイクル後の高分子 D の分子数の期待値の x軸上での

分布の概形を記せ。また問６で得られた概略図との相違点を論じなさい。 
 
 
問８． 上記の複製は、近年頻繁に用いられるようになったクラスターPCR法と呼ばれ

る方法に理論的背景を与えている。通常の PCRと異なり、クラスターPCR法
では鋳型 DNA分子とプライマー分子は基板上に固定され、DNA分子は、周辺
に固定されたプライマーのみを用いて、2 次元上で増幅される。この系を用い
れば、多くの DNA 分子から 1 分子の DNA のみを基板上で分離、他の DNA
と混ざり合わないようにクラスター状に増幅させることが可能である。従来

DNA 分子の集団から 1 分子の DNA を分離、増幅させるためには宿主細胞に
DNA を導入し、コロニーを形成させる方法(異なるコロニーは異なる DNA を
増幅する)が用いられてきたが、このクラスターPCR 法が従来の手法に比して
優れている点を述べなさい。 
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選択問題２ 
 
 
ある細胞にある薬剤を加えたとき、その発現量が顕著に増加する遺伝子を n 個同定で
きたとする。それらの遺伝子の機能を調べると、うち x 個が特定の機能（たとえば「ス
トレス応答」）に関係するものであった。この細胞が由来する生物のゲノムには N 個の
遺伝子が含まれ、その中の N0 個がストレス応答にかかわっていることが知られている
とする（n < N0 かつ n < N – N0とする）。発現量が増加した遺伝子群には果たしてスト

レス応答遺伝子が有意に多く含まれているのかどうかを考えるために、ストレス応答遺

伝子が発現増加遺伝子中に偶然含まれる確率を計算する。 
 
以下の問いに、導出過程も含めて答えなさい。 
 
 
問１． そのゲノムから任意の遺伝子を 2個取り出したとき、それらが両方ストレス応

答に関係している確率を求めなさい。 
 
 
問２． 任意の n 個を取り出したとき、それらがすべてストレス応答に関係している

確率はどのように表されるか。  
 
 
問３． 任意の n 個を取り出したとき、そのうちの x 個がストレス応答に関係してい

る確率 P を x の関数 p(x)として表しなさい。 
 
 
問４． 任意の n 個を取り出したとき、そのうちの x 個以上の遺伝子がストレス応答

に関係している確率は p(x) を用いてどう表されるか。 
 
 
問５． N0 = N p としたとき、N を十分大きくとると、問４の関数は二項分布 B(n, p) の

確率関数に近づくことを示しなさい。 
 
 
問６． いま、N = 6,000、N0 = 600 とする。問５の二項近似を使って、顕著に発現が増

加した遺伝子数（n）がそれぞれ、25 個、50 個、100 個だったとき、何個以上
がストレス応答に関係していれば、この遺伝子群がストレス応答遺伝子を有為

に多く含んでいると危険率１％で判定できるか。次頁の数表を使って求めなさ

い。                                     
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選択問題３ 
 
 
平地から山に登ると、だんだんと気温が下がり、生息する動物や樹木も変わっていくこ

とが分かる。空気が上昇するとき、高さ 1 kmでどれくらい温度が低下するかについて
考えてみよう。空気が理想気体でありしかも断熱膨張を行うものと仮定する。以下の問

いに答えなさい。 
 

問１． 定積熱容量 Cvと定圧熱容量 Cpの比、Cp/Cv＝γと置いたとき、理想気体の断
熱膨張過程において、PVγ＝一定、であることが知られている。これを示したい。
次の文章の     に当てはまる言葉または数式を答えなさい。 
 
ある系が状態 Xから状態 Yまで変化するとき、その系に与えられる内部エネルギ
ー変化 dUは熱量変化 d’Qと仕事量 d’Wの和で表され、その値は状態 Xと状態 Y
のみに依存し途中の過程によらない。これを  1  という。圧力 P、体積変
化を dVとすれば、外からされる仕事 
d’W＝ 2  
と表せる。一方、dUは定積熱容量 Cvと温度変化 dTで決まることから 
dU＝Cv・dT 
と書ける。理想気体の断熱過程においては、 
d’Q＝dU-d’W=０＝ 3  (1) 
となる。温度 Tにおける 1モルの理想気体の状態方程式 
PV＝RT （ただし Rは気体定数） 
から(1)式は R,T,V,Cvを用いて 
 4 ＝０ (2) 
と書け、定積熱容量 Cvと定圧熱容量 Cpとの間に 
Cp=Cv+R  
が成立することと 
Cp/Cv＝γ（γ＞１） 
を用いると(2)式は、 
 5 ＝０ (3) 
と変形できる。(3)式を積分し整理すると、 
 6 ＝一定 
を得る。これから 
PVγ＝一定、(4) 
を得る。 

 
 

 ＜つづく＞ 
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問２． 次の文章の     に当てはまる数式を答えなさい。 

熱平衡状態にある大気の圧力 Pが高度 zによってどう変わるかを考える。高度
zにおける圧力を P(z)とし、高度 z、z＋dzに底面積 Sを持つ柱状体に含まれる空
気を考える。下面、上面に働く力をそれぞれ f1、f2とすると、 
f1=  7  、 
f2=  8  、 
と書ける。柱内の空気に働く重力は空気の高度 z
における密度を ρ(z)とすれば 
f3＝  9  、 
と書ける。これら三つの力のつり合いから 
  10   =0 
となり、この式から 
dP(z)/dz＝   11   (5) 
を得る。 
空気の平均分子量が高度により変化せず一定としてmとすれば、空気 1モルの体
積は 
  12   と書けるから、1モル理想気体の状態方程式 
PV＝RT 
は、高度 zにおける圧力、温度を P(z)、T(z)とすれば、 
  13   ＝RT(z) (6) 
と表せる。(6)式の ρ(z)を P(z)で表すと、(5)式は 
dP(z)/dz＝  14   (7) 
と書ける。 
 
理想気体の状態方程式から 
dP(z)/P(z)＋dV(z)/V(z)＝dT(z)/T(z) 
が得られ、この式を(3)を用いて dV(z)/V(z)を消去し Cp/Cv＝γ を用いて整理す
ると、 
dT(z)/T(z)＝  15   (8)  
を得、(8)式から 
dT(z)/dP(z)＝  16   (9)   
を得る。 
 
以上から、空気の上昇に伴う温度変化 dT(z)/dzは(7)(9)を用いて 
dT(z)/dz =  17   
と表すことができる。 
 

 ＜つづく＞ 
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γ＝1.4、m＝28 g/mol、g＝10 m/sec2、R＝8 J/mol・K とすると、空気が高さ

1km 上昇すると  18   ℃低下することが分かる。 18 は整数値で答え
なさい。 
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選択問題４ 
 
 
水平面からの傾きがαの斜面に、一様な質量分布の球（質量：m、半径：R）が静止し
ている。時刻 t ＝０に球が重力にしたがって動き始めるとし、球の重心が斜面に沿って
移動する距離 xを tの関数として表してみよう。 
 

 

 
以下の問いに、答えなさい。 
 
問１． 斜面がなめらかで、球が回転せずに動くときの xを tで表しなさい。 
 
 
問２． 球が滑らずに斜面をころがって移動するときは、回転運動についても考慮する

必要がある。（イ）~（ニ）の各問いに答えなさい。 
 
（イ）物体の固定軸に関する慣性モーメントは、その物体を微小部分に分け、各部分

の質量に回転軸からの距離の２乗をかけたものの総和と定義される。半径 rの
一様な密度（ρ）の円盤について、中心軸（円の中心を通る垂線）のまわりの

慣性モーメントを求めなさい。 
 

（ロ）円盤の慣性モーメントを利用して、一様な密度の球（質量：m、半径：R）の
中心を通る回転軸まわりの慣性モーメントを求めなさい。 
 

（ハ）以下の文は（ロ）の慣性モーメントを極座標を使って導出したものである。（a）
~（c）を埋めなさい。 

 
『x＝rsinθcosφ、y＝rsinθsinφ、z＝rcosθ（ただし 0 θ π、0 φ 2π）
とおくと、微小部分の体積は dxdydz＝r2sinθdr dθdφ、回転軸からの距離は
（ a ）である。質量m、半径 Rの一様な球の密度は（ b ）なので、微小
部分について慣性モーメント dI= (  c  )と表される。これを積分すれば球体の
慣性モーメントが導かれる。』 

＜つづく＞ 
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（ニ）以下の文は、球が滑らずに斜面をころがって移動するときの xを tの式で表す
過程を示したものである。（d）~（f）を埋めなさい。 
『球と斜面の間にはたらく静止摩擦力を F とすれば、重心の運動方程式は 

m  (   d    )、 重心のまわりの回転運動の方程式は回転角Θと慣性モ

ーメント Iを用いて 

I （ e ）と表される。これら２つの式から Fを消去して得られる微分

方程式を解くと x ＝（ f ）となる。』 
 
 
問３． 球の質量mが球面に集中した中空の球殻を考える。このような球殻が斜面をこ

ろがって移動するとき、重心の移動加速度の大きさは、一様な質量分布の球が

ころがるときの何倍になるか。なお、球殻の厚さは無視できるものとする。 
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選択問題５ 
 
 
シクロヘキサンに関する以下の問いに答えなさい。必要ならば、図や構造式を用いてよ

い。 

 

問１． シクロヘキサンのいす型配座異性体を以下に示すが、１２個の水素原子が省略

されている。すべてのエクアトリアル結合およびアキシアル結合している水素

原子を、結合の向きが明確になるように書き込みなさい。 

 

 
問２． 次に示す化合物の立体異性体の構造式を例にならい、すべて書きなさい。また、

構造式中の不斉炭素に＊印を付けなさい。さらに、光学活性な化合物の構造式

を丸で囲みなさい。 
 
（１）1,2-ジメチルシクロヘキサン 
（２）1,3-ジメチルシクロヘキサン 
（３）1,4-ジメチルシクロヘキサン 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜つづく＞
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問３． シクロヘキサンが、一方のいす型配座異性体 Aからもう一方のいす型配座異性

体 Gへと相互変換するときのエネルギー変化の様子を下図に示した。 
 

 
 
（１）図中の B、C、D に相当する配座異性体の構造を下のア、イ、ウの中から選びな
さい。 
 

 

（２）配座異性体 D がエネルギー極小値の配座異性体 C から E へと相互変換するとき
の遷移状態に相当し、エネルギー極大値をとる理由について簡潔に説明しなさい。 
 
問４． 室温でシクロヘキサンの 1H NMRを測定したところ、１本のシグナルのみが観

測された。一方、̶100 ℃以下で測定すると、２本のシグナルが観測された。
この理由について、簡潔に説明しなさい。 

 
＜つづく＞ 
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問５． メチルシクロヘキサン（1）、クロロシクロヘキサン（2）、2-メチルテトラヒド

ロピラン（3）および 2-クロロテトラヒドロピラン（4）のメチル基または塩素
原子がエクアトリアル位にある配座異性体が、対応する置換基がアキシアル位

にある配座異性体に変換したときの自由エネルギー変化を以下の表に示した。 
 
 

 
（１）メチルシクロヘキサン（1）は、メチル基がエクアトリアル位に位置する配座異
性体の方が、メチル基がアキシアル位に位置する配座異性体より安定である。その理由

について、簡潔に説明しなさい。 
 
（２）メチルシクロヘキサン（1）とクロロシクロヘキサン（2）を比較すると、クロロ
シクロヘキサン（2）の方が、両配座異性体間のエネルギー差が小さい。その理由につ
いて、簡潔に説明しなさい。 
 
（３）メチルシクロヘキサン（1）と 2-メチルテトラヒドロピラン（3）を比較すると、
2-メチルテトラヒドロピラン（3）の方が、両配座異性体間のエネルギー差が大きい。そ
の理由について、簡潔に説明しなさい。 
 
（４）2-クロロテトラヒドロピラン（4）は、塩素原子がアキシアル位にある配座異性体
がエクアトリアル位にあるものより顕著に安定である。その理由について、簡潔に説明

しなさい。 
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選択問題６ 
 
 
次に示す反応式に関して，設問に答えなさい。但し，各反応ステップでは，反応に最適

な溶媒が使われているものとする。 
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問１． 「出発物質」について，次の文章のうちで適切なものに○，そうでないものに

×を選び，「（１）－ ○」のように答えなさい。 
 

（１）芳香族炭化水素化合物である。 
（２）π電子が６個ある。 
（３）永久双極子モーメントを持つ。 
（４）求核攻撃を受ける基質である。 
（５）Friedel-Craftsアシル化反応の基質として，ベンゼンよりも反応性が高い。 

 
問２． 「出発物質」，「臭化物」および「α,β-不飽和ケトン」の名称を記しなさい。 
 
問３． 「出発物質」の IRスペクトル(neat)には，極性官能基による特徴的な吸収が観

測される。その吸収位置を下から選びなさい。 
     ア）2250 cm-1，イ）1820 cm-1，ウ）1685 cm-1，エ）880 cm-1 
 
問４． 「出発物質」の 1H NMRスペクトル(CDCl3)を測定した。CH3の吸収位置を下

から選びなさい。 
 
     ア）δ 1.2 ppm，イ）δ 2.6 ppm，ウ）δ 3.3 ppm，エ）δ 4.5 ppm 
 
 
問５．  化合物１~化合物９の構造式を書きなさい。 
 
問６．  試薬Ａ，試薬Ｂの化学式あるいは構造式を書きなさい。 
 

問７．  電子の動きを矢印( )で表し，ステップⅠの反応機構を記しなさい。 
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選択問題７ 
 
 
問１． 以下の文章を読み、（A）‐（J）に当てはまる最も適切な語句を語群から選びな

さい。解答は A, ①； B, ② のように記せ。 
 
 肉眼で見える大きさ以下の生物を微生物と総称する。その中で動物や植物に病気を引

き起こすものは病原性微生物と呼ばれ、原核生物の（A）、真核生物の（B）・（C）、独自
のエネルギー産生系やタンパク質合成装置を欠き、分裂ではなく複製する（D）、核酸を
持たずタンパク質のみで構成される（E）がある。つまり、結核・赤痢を引き起こす（A）、
カンジダ症を引き起こす（B）、マラリア・トリコモナス病を引き起こす（C）、インフル
エンザ・狂犬病を引き起こす（D）、そして BSE (牛海綿状脳症)を引き起こす（E）であ
る。 
 免疫学はエドワード/ジェンナーに端を発する学問である。彼は牛痘（ワクシニア）を
発見し、致死率の高かった（F）の予防法を発見した。これを（G）と呼ぶ。（G）を受
けた個体は血清中に（G）に特異的に結合する物質が含まれており、これは（H）と呼ば
れる。特定の病原体に対する（H）産生や細胞傷害性応答は適応免疫と呼ばれ、抗原を
主要組織適合抗原（MHC）が（I）に提示する事により引き起こされる。一方、微生物
を好中球やマクロファージなどの食細胞により取り込み、消化する事による免疫応答は

自然免疫と呼ばれる。食細胞上のレセプターには病原体の排除に働くシグナル伝達レセ

プターが存在している。例えば、哺乳類においては、TLR-4とよばれる（J）が細菌のリ
ポ多糖(LPS)に対するマクロファージレセプターである CD14と相互作用して、LPSの存
在をシグナルとして伝える事がわかっている。 
 
語群 
A 
①ウイルス、②原虫、③細菌、④バクテリオファージ、⑤真菌、⑥クラミジア、⑦アメ

ーバ、⑧スクレイピー、⑨エンベロープ、⑩鵞口瘡 
B 
①ウイルス、②T4ファージ、③カリニ原虫、④百日咳毒素、⑤クラミジア、⑥原虫、⑦
プリオン、⑧ノイラミダーゼ、⑨真菌、⑩住血吸虫 
C 
①T4ファージ、②リッケチア、③百日咳毒素、④クラミジア、⑤原虫、⑥プリオン、⑦
ノイラミダーゼ、⑧真菌、⑨住血吸虫、⑩ウイルス、 
D 
①脂質ラフト、②ウイロイド、③ウイルス、④ビリオン、⑤プリオン、⑥ジフテリア、

⑦バクテリオファージ、⑧水痘、⑨細菌、⑩住血吸虫 
＜つづく＞ 
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E 
①ウイルス、②ヘマグルチニン、③狂牛病、④プリオン、⑤スクレイピー、⑥真菌、⑦

ビリオン、⑧細菌、⑨原虫、⑩バクテリオファージ 
F 
①エイズ、②狂犬病、③SARS、④天然痘、⑤水痘、⑥カポジ肉腫、⑦喘息、⑧破傷風、
⑨ポリオ、⑩黄熱病 
G 
①血清療法、②対症療法、③移行抗体、④免疫療法、⑤ワクチン、⑥自己免疫、⑦ウイ

ルスベクター、⑧逆遺伝学、⑨牛痘ウイルス 
H 
①血清、②カスパーゼ、③移行抗体、④抗原、⑤インターフェロン、⑥補体、⑦抗体、

⑧カルモジュリン、⑨T細胞、⑩B細胞 
I 
①好中球、②マクロファージ、③ゴルジ体、④骨髄、⑤赤血球、⑥補体、⑦B 細胞、⑧
抗原、⑨T細胞、⑩好酸球 
J 
①Toll 様受容体、②インターフェロン、③Src 型チロシンキナーゼ、④T 細胞受容体、
⑤腫瘍壊死因子、 ⑥RIG-I様受容体、⑦抗原処理関連トランスポーター、⑧誘導多能性
幹細胞、⑨上皮増殖因子受容体、⑩血中免疫複合体 
 
 
問２． Polymerase chain reaction (PCR)はゲノム DNAなどをテンプレートにして、

遺伝子の増幅をしたい領域の両端に特異的に結合する相補的な一本鎖DNA（プ
ライマー）と耐熱性 DNA ポリメラーゼを用いてサイクル反応（二本鎖 DNA
の解離・プライマーとのアニーリング・伸長反応）を繰り返す事により、目的

とする DNA領域を増幅する方法である。 
 
PCRに関する次の文章を読んで、以下の問いに答えなさい。 
 
問２‐１）PCR法を用いて以下に示すメディカルゲノム遺伝子の下線部分で示した領域

を特異的に増幅できる 20bp からなるプライマーを２カ所の網掛けした位置
に設計した。 

 
gatctatcct ctctctgcag cacatttcct ggagtattct aagagcgagt gtcatttctt 

caacgggacc gagcgggtgc ggttcctgga cagatactac actaatggag aagagaccgt 

gcgcttcgac agcgactggg gcgagttccg ggcggtgacc gagctggggc cgcaggaccg 

cgagtactgg aacagccaga aggacttcct ggaggagaag cgggccgagg tggacagggt 

gtgcagacac aactacgggg gtatggagag tttcactgtg cagcggcgag gtgagcgcgg 

                                 ＜つづく＞ 
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DNA 伸長酵素は 5’-> 3’方向の鋳型 DNA に相補的に結合した短いプライマーDNA を認識

して、3’-> 5’方向に DNA を伸長する酵素である。以下の配列から、上記の下線領域

を増幅する為に用いる 3’プライマーと 5’プライマーの２つのプライマー配列として

適切と思われるものをそれぞれ一つずつ選びなさい。 

回答は(A), ①； (B), ② のように記せ。 
 

(Ａ)  3’プライマー  ①：aggaaatgtgctgcagagag 

                  ②：gagagacgtcgtgtaaagga 

          ③：tcctttacacgacgtctctc 

          ④：ctctctgcagcacatttcct 
 

(Ｂ)  5’プライマー  ①：gccgctgcacagtgaaactc 

          ②：ctcaaagtgacacgtcgccg 

          ③：cggcgacgtgtcactttgag 

          ④：gagtttcactgtgcagcggc 

 
問２‐２）上記の PCR反応を行った結果、目的の 278 bpの配列が増幅されたが、3000 

bp程度の非特異的な増幅もわずかに確認された。以下の選択肢から、特異性

を高めるための対処方法として正しいものを３つ選び、ＡからＦの記号で答

えなさい。 
 

Ａ アニーリング温度を下げる。 

Ｂ アニーリング温度を上げる。 

Ｃ 伸長反応時間を長くする。 

Ｄ 伸長反応時間を短くする。 

Ｅ MgCl2濃度を下げる。 

Ｆ MgCl2濃度を上げる。 

 
問２‐３）以下の文章を読み、後の問いに答えなさい。 
リアルタイム PCR 法は、高い定量性と再現性から、遺伝子発現定量における標準的な
方法として知られており、ウイルスの発現量の定量にもよく使用される。リアルタイム

PCRにおける定量は、"増幅産物がある量に達するのに PCRを何サイクル行ったかが分
かれば初期量がわかる"という理論をもとにしている。このサイクル数を Ct 値と呼ぶ。
既知の濃度の標準サンプルを用いて検量線を作成して定量する方法が一般的であるが、

サンプルが多数あるなどして、検量線作成が困難な場合に、PCR反応 1サイクルの差は
初期テンプレート量が 2 倍であることを利用した比較 Ct 法による相対定量を用いる事
が可能である。 

＜つづく＞ 
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つまり 
  ２⊿Ct＝ターゲット遺伝子÷内在性コントロール遺伝子 
とした時に 
  ２⊿⊿Ct＝各サンプル÷キャリブレーターサンプル 
となるため、 
各サンプルの相対発現量は、キャリブレーターサンプルの発現量と比較して 
  ２‐⊿⊿Ctで求められる。 
 この方法を用いてゲノム花子さんはモデル感染動物の脳・肝臓・腎臓・脾臓・小腸に

おいて、メディカルゲノムウイルス（MGV）の発現がどのように異なるかを、ウイルス
の mRNA 量の定量を行う事により調べた。内在性コントロールとしてグリセルアルデ
ヒド 3リン酸脱水素酵素(GAPDH)遺伝子、キャリブレーターサンプルとして脳を用い、
比較 Ct法で行った。その結果、以下のような Ct値を得た。 
 
 
 Ct値 
臓器 MGV 

mRNA 
GAPDH mRNA 

脳 30.6 23.6 
肝臓 27.2 22.2 
腎臓 29.5 23.5 
脾臓 25.2 24.2 
小腸 24.4 22.4 
 
脳のMGVウイルスmRNA量を１とした場合の、各臓器の相対的なmRNA量がいくつ
であるかを計算しなさい。 
解答は 肝臓, 100のように記せ。 
 
 
問３． 以下の文章を読み、後の問いに答えなさい。 
 
免疫で重要な働きをする抗原抗体反応は、特定のウイルス抗原の検出にも用いられて

いる。抗原と抗体はほぼ等量で混和されると、抗原抗体複合体が凝集して沈殿物を作る。

これを利用して、血清中の抗ウイルス抗体を検出する方法がゲル内沈降反応である。 
抗原タンパク質および抗体は自由に寒天ゲル内を拡散するので、ゲル内を移行中の抗

原が抗体と遭遇すると、等量濃度にあたるところに免疫沈降線を形成する。寒天ゲルに

空けた穴に抗原と抗体を加えて両者を拡散させると、図１に示すように穴の中間に沈降

線が出現する。抗原が 2種類あり、それぞれの抗体があった場合は、図２に示すように
2本の線が出現する。 

＜つづく＞ 
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      図１                        図２ 

 
このことを応用した 2重免疫拡散法では、図 3に示すように、試験血清に含まれる
複数の抗体を検査し、血清にどの抗体が含まれるかを知ることができる。 

 

 

        ( A )                    ( B )                       ( C ) 
                    

図３ 
 

A: 2 つの穴の抗体が同一抗原を認識する時、隣り合った 2本の沈降線は、完全に融合する。 

B: 2 つの穴の抗体が 2種の異なる抗原を認識する時、隣り合った 2本の沈降線は、交叉する。 

C: 2 つの穴の抗体が部分的に同一抗原を認識する時、隣り合った 2 本の沈降線は、分岐線を形成する。 

 

このことを考慮して、メディカルゲノムウイルス（MGV）の２種類の抗原（gp51 お
よび p24）に対する抗体が患者血清に存在するか否かを検査した。 
 
次の問題図の 1~5の穴の中に、それぞれ、どれに対する抗体が含まれているかを答えな
さい。ただし、中心の穴は gp51 および p24 抗原の 2 種類の抗原を含み、6 の穴は p24
に対する抗体のみを持つサンプルとする。 
 
 
 
 
 

＜つづく＞ 

 抗体  抗原    抗体 
A+B 

抗原  
a+b 
 

 

 

 

抗 体

A 

 抗 体

A 

 

 
 

 

   

抗 体

B 

 抗 体

A 

 

   

 

 

抗体 

A+B 
抗 体

A 

 

 

 



  

32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問題図 
 

解答は 6, p24のように記せ。 
 
 
 
問４． インフルエンザウイルスは強い感染力を持ち、我が国内においても毎年流行し

ている。インフルエンザワクチンの接種は、最も有効なインフルエンザ対策の

一つに挙げられるが、毎年流行前にワクチン接種を行う必要がある。 
 
問４‐１）なぜ毎年ワクチンの接種が必要となるのか、その理由を 100字以内で説明せ
よ。 
 
問４‐２）その対処法としてどのようなワクチンの開発が有効であると考えられるか、

100字以内でその考えを述べよ。 
 

抗原 
gp51, 
p24 

6 
抗体
p24 

 

1 ２ 
 

３ 
 

５ ４ 
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図２．超遠心分析の結果 

 
図１．DNA複製様式 

選択問題８ 

  

 

DNA複製に関する次の文章を読んで、以下の問いに答えなさい。 

 
 
 DNA の複製は半保存的（semiconservative）である。この事実は、現在ではさまざ
まな面で明確であるが、1950年代前半に DNAが二重らせん構造を取ることがわかった
段階では、半保存的複製、保存的（conservative）複製、分散的（dispersive）複製の
どれが正しいのかについて実験的な

証拠はなかった（それぞれの複製様式

は図１に示すようなものとここでは

定義する）。 
 半保存的複製の最初の証明は、当時

大学院生のMeselsonと博士を取得し
たばかりの Stahlによって 1958年に
報告された。その実験の概要は以下の

ようなものである（条件などは一部変

更してある）。 

 
 
Meselsonと Stahlは複製の前後でDNAを密度のちがう何かで標識することができれ
ば超遠心分析にて複製の仕組みを明らかにできると考えた。そこでまず、窒素の

（ ① ）同位体である（ア）
15Nのみ、もしくは 14Nのみを唯一の窒素源として 10世

代以上培養した大腸菌から抽出した DNA が超遠心法で分離できるかを確かめた。
（ ② ）の密度勾配を用いた超遠心法に

よって分析した結果、15N を含む DNA と
14Nを含むDNAの等量の混合物は遠心分離
が平衡に達したあと、図２のように（イ）きれ

いに分離することがわかった。 
 そこで、大腸菌を 15N培地で 10世代以上
培養したあと、14N培地にすばやく置換し、
培地を置換した時間（（ウ）0世代）からはじ
めて、（エ）１世代後、２世代後に大腸菌から

DNAを抽出して、超遠心分析を行い、DNA
のバンドがどの位置に出るかを調べた。 

 
 

＜つづく＞ 
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問１． ①にあてはまる用語を答えなさい。 

 
 
問２． この実験で用いられた②にあてはまる試薬は以下のどれか。 

 
a. グリセロール b. ショ糖 c. 塩化ナトリウム d. 塩化ルビジウム e. 塩化セシ
ウム 

 
 
問３． 下線部（ア）に関して、15N と 14N からなる DNA の超遠心による分離に最も

寄与が小さいと考えられる構成ヌクレオチドは以下のどれか。ただし、DNA
内の窒素の 15Nへの置換率は 100%とする。 

 
 a. dAMP b. dTMP c. dGMP d. dCMP e. どの構成ヌクレオチドも同じ寄与 

 
 
問４． 下線部（ア）、（イ）に関して、窒素の（①）同位体標識の代わりに炭素の（①）

同位体（③）と 12Cを DNAの標識に使ったとする。このとき以下の問いに答
えなさい。 

 
 問４－１） ③に当てはまる同位体を書きなさい。 
 問４－２） ③と 12Cを使って標識した DNAは、窒素 15Nと 14Nを使ったときと比べ

て、ここで用いた超遠心分析での分離はよくなるか悪くなるか、予想さ

れる結果を書きなさい。ただし、DNA 内の窒素 15N および炭素③への
置換率は 100％とする。 

 問４－３） 問４－２）の答えの理由を５０字程度で説明しなさい。 

 
 
問５． 下線部（ウ）に関して、０世代のときの DNA のバンドパターンを図２になら

って図示しなさい。バンドが複数になるときはその相対比も明示しなさい。 

 
 
問６． 下線部（エ）に関して、半保存的複製を示すときの DNA のバンドパターンを

１世代後、２世代後のそれぞれを図２にならって図示しなさい。バンドが複数

になるときはその相対比も明示しなさい。 

 
 

＜つづく＞ 
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問７． 下線部（エ）に関して、仮に DNA が保存的に複製されるとしたらどのような

バンドパターンになるのかを１世代後、２世代後のそれぞれを図２にならって

図示しなさい。バンドが複数になるときはその相対比も明示しなさい。 

 
 
問８． 下線部（エ）に関して、仮に DNA が分散的に複製されるとしたらどのような

バンドパターンになるのかを１世代後、２世代後のそれぞれを図２にならって

図示しなさい。バンドが複数になるときはその相対比も明示しなさい。ただし、

ここでの分散的複製とは、娘 DNA のそれぞれは親 DNA の５０％由来、残り
の５０％は新たに合成された DNA鎖であるとする。 

 
 
問９．  DNA の半保存的複製を現在の技術を用いて細胞が生きたまま直接観察する

ことを考えてみよう。仮に、培地に加えておくと大腸菌のゲノム DNA にラン
ダムに共有結合して蛍光を発する試薬 F とその誘導体で非蛍光性のｆがあり、
これらの試薬はゲノムに共有結合したまま何世代も受け継がれ、大腸菌の生育

を阻害しないものとする。このとき、どのような実験をデザインすれば DNA
の複製が半保存的であることを示せるか。図を用いて実験デザインと予想され

る結果を示しなさい。 
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選択問題９ 
 
 
大学院生のメディカル太郎君はある日、１年近く飼育していたメスマウスの腋窩に腫瘤

ができているのを見つけた。メディカル太郎君はその腫瘤を摘出し腫瘍細胞に発現する

新規遺伝子の単離を計画した。実験の遂行にはゲノム花子先輩が相談に乗ってくれた。 

 メディカル太郎君の実験は標準的な機器を備えた分子生物学実験室で行われると想

定して、以下の問いに答えなさい。 

 

問１． 腫瘤を摘出し、断面を観察すると、細胞の豊富な腫瘍であることがわかった。

メディカル太郎君は一辺 0.5 cm の立方形腫瘍組織片から全 RNA を抽出したの

で、その品質と収量を電気泳動と吸光光度計でチェックした。 

    次の問いに答えなさい。 

 

問１‐１） 抽出した RNA を変性アガロースゲルで電気泳動したところ、２kb 付近と５

kb 付近に濃いバンドが検出された。これらは何か。 

 

問１‐２） 抽出した RNA を滅菌蒸留水に溶解し、その RNA 溶液を 100 倍希釈した試料

を吸光光度計で吸光度を測定したところ、波長 260 nm の値（A260）= 0.95、

波長 280 nm の値（A280）= 0.50 であった。元の RNA 溶液中の RNA 濃度はい

くらと見積もられるか。計算式を示して、算出せよ。 

 

問１‐３） 吸光光度の測定値から、今回抽出した RNA 溶液では、波長 260 nm の値と

波長 280 nm の値の比（A260/A280）が 1.9 であったことがわかる。RNA 溶液

に蛋白質の混入があった場合、A260/A280の値はどう変化するか。RNA と蛋白

質の吸光スペクトラムの違いを説明した上で、７０字程度で回答せよ。 

 

問２． メディカル太郎君はオリゴ dT セルロースカラムを用いて全 RNA から mRNA を抽

出した。抽出の原理に関連する記述はどれか。１つ選びなさい。  

①mRNA が持つポリ Aテイル 

②mRNA が持つ cap 構造 

③全 RNA に含まれるリボゾーム RNA 

④沈降速度の大きなリボゾーム RNA 

⑤RNA のヘアピン構造 
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問３． 抽出した mRNA から cDNA プラスミドライブラリーを作製した。メディカル太郎

君は次のステップ１～４に従って操作した。 

 

ステップ１：mRNA から逆転写酵素により cDNA を作る。 

ステップ２：cDNA を２本鎖にした後、プラスミドベクターに連結する。 

ステップ３：連結したプラスミドを大腸菌へ導入する。 

ステップ４：抗生物質耐性大腸菌を増殖させ、グリセロールストックを作成

する。 

 

 各ステップに関する次の問いに答えなさい。 

 

問３‐１） ステップ１において、逆転写反応の温度を 37 度に設定した時より 45 度に

設定した時の方がより長い cDNA を得ることができた。これはなぜか。３

０字程度で説明せよ。 

 

問３‐２） ステップ２において、合成した２本鎖 cDNA は腫瘍から抽出した mRNA 鎖長

をよく反映していた。合成した２本鎖 cDNA の平均長はいくらと推測され

るか。もっともふさわしいものを次の中から１つ選びなさい。 

 

①  0.5 kbp  ②1.5 kbp  ③5.5 kbp  ④9.5 kbp  ⑤13.5 kbp 

 

問３‐３） ステップ３で用いた大腸菌の形質変換効率は 1 µg plasmid (pBR322)あた

りどれくらいの CFU（colony forming unit）であるべきか。もっともふさ

わしいものを次の中から１つ選びなさい。 

 

①102  ②108  ③1014  ④1020  ⑤1026 

 

 

問４． メディカル太郎君はゲノム花子先輩から今回の腫瘍では遺伝子 Ikaの発現異常

があるかもしれないよと教えられ、ゲノム花子先輩から遺伝子 Ikaの cDNA 断

片をもらった。メディカル太郎君はその断片を使って、cDNA プラスミドライブ

ラリーをスクリーニングした。Ika遺伝子らしいクローンを単離することがで

きたので、本当にそうかどうかをシークエンシングにて確認することにした。

一般に広く用いられているサンガー法に基づくサイクルシークエンスの原理

について正しい記載はどれか。１つ選びなさい。 
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①逆転写反応を応用する。 

②PCR（polymerase chain reaction）に準じて DNA 合成を行う。 

③制限酵素による塩基配列認識を利用する。 

④ランダムプライミング法に基づき DNA 合成を行う。 

⑤DNA がパリンドローム配列特異的に３次元構造をとるのを利用する。 

 

 

問５． シークエンシングの結果、単離したクローンの多くが、遺伝子 Ikaに遺伝子 Gaku

が融合した新規遺伝子（Ika-Gaku）をコードしていることがわかった。融合遺

伝子 Ika-Gakuの機能を調べてみたいと思ったメディカル太郎君は、哺乳類の

非腫瘍性細胞株に融合遺伝子 Ika-Gakuを導入し発現させてみようと考え、次

のステップ１～３の順に導入実験を行うことを計画した。 

 

ステップ１：融合遺伝子 Ika-Gakuの全長 cDNA 断片を、薬剤耐性遺伝子を持つ哺乳類発

現プラスミドベクターに移す。 

ステップ２：プラスミドを精製し、それを用いて遺伝子導入（トランスフェクション）

を行う。 

ステップ３：遺伝子導入操作を行った後、導入細胞を薬剤で選択する。 

 

ステップ１において、Ika-Gakuを発現させるために用いたプラスミドベクターが持つべ

き配列は次のうちどれか。下の①～⑤から１つ選びなさい。 

①T7 RNA プロモーター 

②T3 RNA プロモーター 

③サイトメガロウイルスエンハンサー・プロモーター 

④βガラクトシダーゼ遺伝子プロモーター 

⑤バクテリオファージλ PLプロモーター 

 

 

問６． 薬剤に安定的に耐性な細胞サブクローンが得られたので、メディカル太郎君は

その細胞の培養を続けていたところ、安定サブクローンの細胞は元の親細胞と

は異なる性質を有していることに気が付いた。親細胞は培養皿の底にびっしり

と広がって単層が出来上がると増殖を止めるのにたいして、安定サブクローン

の方は単層状態になった後も増殖を続け、積み重なって増えていった。このこ

とをゲノム花子先輩は次のように説明してくれた。 
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 「安定サブクローンでは（ あ ）の仕組みが損なわれているんだわ。癌細胞ではよく

見られることよ。安定サブクローンは培養液中に浮遊状態でも増殖できるかもしれない

わね。もしそうなら、（ い ）非依存性増殖能を獲得しているってことになるわよ。」 

 

 （ あ ）と（ い ）に当てはまる適切な語句を記入しなさい。 

 

 

 

問７． メディカル太郎君は遺伝子 Ikaと Gakuの全長 cDNA を正常な細胞から単離した

後、それぞれ遺伝子導入して Ika 分子、又は Gaku 分子を安定に発現するサブ

クローンを樹立した。これらの細胞株は、Ika-Gaku導入細胞とは異なり、細胞

の増え方が元の親細胞と同じであった。この結果からメディカル太郎君は、遺

伝子 Ikaと Gakuが融合することによって新たな活性を持つ分子が作られるよ

うになったと考えた。この機序についてどのように説明できるか、１００字程

度で記述しなさい。 
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選択問題１０ 
 

 

以下の文章を読んで、各問いに答えなさい。 

 

問１． tRNA は mRNA 上の遺伝暗号とそれに対応するアミノ酸とを結びつけるアダプタ

ー分子として働く。 

問１‐１）tRNA へアミノ酸を付加する酵素（以下の問では、酵素 Aと呼ぶ）の名称を

記しなさい。 

問１‐２）また、その酵素は tRNA の 5’末端あるいは 3’末端のどちらへアミノ酸を

付加するか記しなさい。 

 

 

問２． 大腸菌では酵素Ａは 20 種類のアミノ酸に対して 20 種類存在し、それぞれのア

ミノ酸に対応する tRNA へアミノ酸を付加する。この反応は、アミノ酸の活性

化反応と活性化されたアミノ酸の tRNA への転移反応の 2段階で進行する。 

問２‐１）最初のアミノ酸の活性化に必要なアミノ酸以外の化合物の名称を記しなさ

い。 

問２‐２）また、活性化されたアミノ酸以外に生成される副産物の名称を記しなさい。 

 

 

問３． 酵素 Aによる、正しいアミノ酸の選択は、遺伝情報の正確な発現のために必須

である。酵素 Aが誤ったアミノ酸を活性化した場合には、酵素Ａの活性部位の

近傍に位置する校正部位と呼ばれる部分で、誤って活性化されたアミノ酸を積

極的に加水分解することによって、遺伝情報伝達の精度を高めている。大腸菌

においては、イソロイシンをそれに対応する tRNA へ付加する酵素Ａは、誤っ

て、バリンをその tRNA へ付加してしまうが、この理由をイソロイシンとバリ

ンの化学構造の違いに基づいて、簡潔に 100 文字以内で記しなさい。なお、解

答文中に「イソロイシン特異的な酵素Ａの活性部位」という語句を含むこと。 

 

 

問４． 大腸菌では、酵素 Aによってアミノ酸が tRNA へと付加された後、その tRNA は

GTP を結合した翻訳因子 B（以下の問では、翻訳因子 B と呼ぶ）によってタン

パク質合成の場である巨大な複合体 C（以下の問では複合体 C と呼ぶ）へと運

ばれる。①翻訳因子 Bおよび②複合体 Cの名称をそれぞれ記しなさい。 

 

 

＜つづく＞ 



  

47 
 

 

 

問５． 大腸菌では、アミノ酸が付加された tRNA が翻訳因子Ｂによって複合体 C へ運

ばれた後、tRNA のアンチコドンと複合体 C 上の mRNA のコドンとが対合するこ

とによって、翻訳因子Ｂに結合した GTP は加水分解され、GDP になり、翻訳因

子 Bは GDP を結合したまま複合体 Cから解離する。 

問５‐１）mRNA のコドンと tRNA のアンチコドンが対合する複合体 C 中の位置の名称

を答えなさい。 

問５‐２）翻訳因子 Bが再利用されるためには翻訳因子 Bに結合した GDP を GTP へと

交換しなければならない。翻訳因子 Bに結合した GDP を解離させる翻訳因子

の名称を記しなさい。 

 

 

問６． 大腸菌では mRNA の翻訳開始コドンの上流に A や G に富んだ配列が存在し、開

始コドンから正しく翻訳が開始するために重要な役割を果たしている。①この

配列の名称を記しなさい。また、②この配列が開始コドン認識に重要な役割を

果たす理由を 50 字以内で簡潔に記しなさい。 

 

 

問７． 以下に記す RNA を大腸菌の細胞抽出液を用いて試験管内でタンパク質へ翻訳し

たところ、44 アミノ酸残基長のペプチドが合成された。 

問７‐１）合成されたペプチドのアミノ末端から 30 番目のアミノ酸は何か、アルフ

ァベット三文字表記でそのアミノ酸を記しなさい。なお、遺伝暗号表を参

考にしてもよい。 

 

用いられた RNA の配列 

            10           20           30           40           50            60 

  CCGAAAUAAU UUUGUUUAAC UUUAAGAAGG AGAUAUACAU AUGAAAUACC UGCUGCCGAC 

 

            70           80           90           100          110          120 

  CGCUGCUGCU GGUCUGCUGC UCCUCGCUGC CCAGCCGGCG AUGGCCAUGG AUAUCGGAAU 

 

           130          140          150          160          170           180 

  UAAUUCGGAU CCGAAUUCGA GCUCCGUCGA CAAGCUUGCG GCCGCACUCG AGUAGGAUCC 

 

           190          200          210          220          

  GGCUGCUAAC AAAGCCCGAA AGGAAUGAGU UGGCUGCUGC CACCGC 
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遺伝暗号表 
 

第２文字 
 

U C A G 
 

UUU フェニルアラニン UCU セリン UAU チロシン UGU システイン U 

UUC フェニルアラニン UCC セリン UAC チロシン UGC システイン C 

UUA ロイシン UCA セリン UAA 終止 UGA 終止 A 
U 

UUG ロイシン UCG セリン UAG 終止 UGG トリプトファン G 

CUU ロイシン CCU プロリン CAU ヒスチジン CGU アルギニン U 

CUC ロイシン CCC プロリン CAC ヒスチジン CGC アルギニン C 

CUA ロイシン CCA プロリン CAA グルタミン CGA アルギニン A 
C 

CUG ロイシン CCG プロリン CAG グルタミン CGG アルギニン G 

AUU イソロイシン ACU スレオニン AAU アスパラギン AGU セリン U 

AUC イソロイシン ACC スレオニン AAC アスパラギン AGC セリン C 

AUA イソロイシン ACA スレオニン AAA リジン AGA アルギニン A 
A 

AUG メチオニン ACG スレオニン AAG リジン AGG アルギニン G 

GUU バリン GCU アラニン GAU アスパラギン酸 GGU グリシン U 

GUC バリン GCC アラニン GAC アスパラギン酸 GGC グリシン C 

GUA バリン GCA アラニン GAA グルタミン酸 GGA グリシン A 

第 

１ 

文 

字 

G 

GUG バリン GCG アラニン GAG グルタミン酸 GGG グリシン G 

第 

3 

文 

字 

 

 

また、大腸菌での試験管内での翻訳反応の際に、チロシンに対応する tRNA のア

ンチコドンの１文字目に変異を導入した合成 tRNA を加えたところ、44 アミノ酸

残基長のペプチドの他に、それより長いアミノ酸残基長をもつペプチドも一部

合成されるようになった。 

 

問７‐２）合成されたペプチド鎖は何アミノ酸残基長か記しなさい。 

問７‐３）また、チロシンに対応する tRNA のアンチコドンへ導入した変異は

何か、変異後の tRNA のアンチコドン１文字目を A、 G、 C、 U の中

から選び、記しなさい。 

アンチコドン配列の 5’側のヌクレオシドがアンチコドン１文字目に相当する。

なお、この変異によって合成 tRNA は効率よくチロシンを受容することが明らか

になっている。 

 

 

 

＜つづく＞ 

 



  

49 
 

 

問８． ある有袋類ミトコンドリアの DNA 配列を解析したところ、アスパラギン酸に対

応する遺伝暗号を解読することができる tRNA 遺伝子を DNA 上に見出すことが

できなかった。そこで、その有袋類ミトコンドリアから精製した tRNA 画分、

ミトコンドリア抽出液を用いて、アスパラギン酸を受容する tRNA の分離し、

分離精製された tRNA の配列を解析した。その結果、その tRNA はグリシンの遺

伝暗号に対応する tRNA 遺伝子の転写産物であるが、別に精製したグリシンを

受容する tRNA とはアンチコドン部位の一文字のみが異なり、転写後に塩基の

置換が生じてアスパラギン酸を受容できるようになっていることが明らかに

なった。なお、この有袋類ミトコンドリア DNA 上にはグリシンを解読する tRNA

遺伝子は１種類しか存在せず、また、グリシン、およびアスパラギン酸の遺伝

暗号はそれぞれ 3 文字目がピリミジンで終わる 2 種類しか出現しない。また、

tRNA が細胞質からミトコンドリアへ輸送されているということもない。 

 

問８‐１）一般に、DNA から RNA へと転写された後、RNA レベルの塩基の置換等が生じ

る現象を何と呼ぶか、記しなさい。 

問８‐２）グリシンに対応する tRNA に生じている転写後の塩基の置換はアンチコドン

の何文字目に生じているか、また、どのような置換であるか、それぞれ記し

なさい。遺伝暗号表を参考にしてもよい。 

問８‐３）この tRNA にみられる転写後の塩基置換等の現象は、tRNA 以外に細胞質の mRNA

にも見出されている。mRNA での塩基の置換等は遺伝子発現において、どのよ

うな効果を及ぼすと考えられるか。また、生物において、どのような利点が

あるか、300 文字程度で記しなさい。 
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選択問題１１ 
 
次の文章を読み、問いに答えなさい。 
 
筋細胞（筋線維とも呼ぶ）は脊髄の中にある

運動ニューロンの興奮により収縮する。運動ニ

ューロンは軸索を脊髄から外にのばして、支配

する筋細胞にまで到達する。坐骨神経線維とは、

下肢を支配している運動ニューロンの軸索の

ことである。神経‐筋の興奮―収縮の関連を実

験的に調べるために、食用蛙から坐骨神経線維

とそれにつらなる下肢の筋肉を摘出し、神経‐

筋標本を作製した。神経‐筋標本は乾燥を防ぐ

ために人工細胞外液で湿らせてある。右の図は、神経‐筋標本の模式図である。坐骨神

経線維にあてた刺激電極に適当な大きさの電流を流すと筋細胞が収縮する。 
筋細胞から電気記録をとるため、先端を 1 µmまで細くした微小ガラス電極を作製し
筋細胞内に刺入した。もう一つの電極は細胞外においてある。二つの電極を微小電極用

増幅器の入力用プローブに接続して、細胞の中と外の電位差を測定した。 
 
問１． 筋細胞内液のイオン組成と細胞外液のイオン組成に関して、以下の文章の（ ）

内に適切な語句を語群から選んで記号で、①‐Aのように答えなさい。 
 
細胞外液の陽イオンの主成分は（ ① ）イオンであり、陰イオンの主成分は（ ② ）
イオンである。一方、細胞内液の陽イオンの主成分は（ ③ ）イオンで、陰イオンは

様々な有機イオンである。筋細胞が収縮していないときの細胞内外の電位差を（ ④ ）

と呼ぶ。細胞内のイオン環境を維持するために、ＡＴＰのエネルギーをつかって特定の

イオンを（ ⑤ ）するタンパク質分子により、（ ⑥ ）イオンを外にくみ出し（ ⑦ ）

イオンを中に取り入れている。坐骨神経線維に外から電流をあたえると、神経線維の膜

電位が（ ⑧ ）に達して活動電位が発生する。活動電位は、神経線維の膜にある

（ ⑨ ）イオンチャネルが開口して起こる急激な電位変化で、持続時間は約（ ⑩ ）

であり、これが神経線維を筋細胞の方向に向かって伝導する。 
 
語群： 
A．炭酸水素 B. クロライド C. 水酸化物  D. ナトリウム E. カルシウム F. 
カリウム G．マグネシウム H．リチウム I．亜鉛 J．チャネル K．静止膜電位 L．
シナプス後電位 M．脱分極 N．反転電位 O．閾膜電位 P．局所電流 Q．脂質二
重膜 R．能動輸送 S．拡散 T．0.2ミリ秒 U．2ミリ秒 V．20ミリ秒 
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問２． 下記の文章は、筋細胞が収縮していない時の膜電位について、記述したもので

ある。文章を読んで後の設問に答えなさい。 
 
筋細胞内外の濃度勾配により、あるイオンが拡散によって膜の反対側に動くと、クー

ロン力により電気的にイオンの動きが引き留められる。拡散力とクーロン力のバランス

がとれる電位ではイオンの動きは無くなるので、この電位をイオンの平衡電位という。 
あるイオン Xの細胞内イオン濃度を[X]in細胞外イオン濃度を[X]outとすると、平衡電位

Vxは次の式で表される。 

Vx =RT/zF ・ ln ([X]out / [X]in )  （Nernstの式） 

Rは気体定数で 8.3 J / K・mol、Tは絶対温度、ｚはイオン価数、 
Fはファラデー定数で 9.7 x 104 C/molである。J= C・Vである。 
室温 27度で、T= 300 Kである。 
 
 
問２‐１）そのイオンXが、細胞外におよそ 5 mM 細胞内に 150 mM存在するとする。

そして、他のイオンの影響を無視すると、室温 27度での細胞内電位は上記の
Nernstの式から求められる。次の問に答えなさい。 
①イオン Xとは何イオンであるか。  
②イオン価数はいくつか？   

 
問２‐２）室温 27度での細胞内電位を上記の Nernstの式から求め、その値をｍV（有

効数字二桁）で答えなさい。 
自然対数を常用対数に直すためには、ln A = ln10・logA,  ln 10= 2.3を使用
し、必要ならば、log2= 0.3,  log3= 0.48,  log5= 0.7,  log7= 0.85 を使用し
てよい。 

   
問２‐３）膜電位がマイナス方向に大きくなり、細胞内外の電位差が大きくなることを

過分極（Ａ）、反対にプラス方向に大きくなり細胞内外の電位差が小さくな

ることを脱分極（Ｂ）という。イオン Xの細胞外濃度が 10倍になると、膜
電位の値はどちらに動くのか、Ａ または、Ｂで答えなさい。 
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問３．  下記の文章は、神経筋標本で、神経線維を電気刺激した時に起こる筋収縮の

プロセスについて記述したものである。文章を読んであてはまる語句を下記の

語群から選び、記号で答えなさい。 
 
神経と筋肉の接合部で放出される神経伝達物質は（ ① ）で、（ ② ）に蓄えら

れている。神経筋の接合部のようなシナプスを（ ③ ）と呼ぶ。 （ ④ ）は軸索

を伝導し、神経終末まで到達すると、神経終末に細胞外から（ ⑤ ）イオンが流入し、

②は（ ⑥ ）をおこして、伝達物質がシナプス間隙に放出される。 
活動電位の発生を（ ⑦ ）により阻害した標本においても、伝達物質を直接投与す

れば筋肉は収縮する。 
神経筋接合部の筋肉側神経終末部分（終板）の膜にある（ ⑧ ）に伝達物質が結合

すると、終板電位が発生する。この脱分極が空間的・時間的に加算されて（ ⑨ ）に

達すると筋細胞に活動電位が発生する。活動電位は筋膜を伝搬して筋小胞体に伝わると、

筋小胞体から⑤イオンが放出される。⑤はアクチン線維と（ ⑩ ）の相互作用を誘発

するので、筋肉が収縮する。 
 
語群： 
① ：A.グルタミン酸 B.タウリン C.アドレナリン D.アセチルコリン E. ATP 
② ：A.液胞 B.ミトコンドリア C.小胞 
③ ：A.化学シナプス B.電気シナプス 
④ ：A.脱分極 B.閾膜電位 C.活動電位 
⑤ ：A.ナトリウム B.カリウム C.カルシウム D.マグネシウム、 
⑥ ：A.エンドサイトーシス B.エクソサイトーシス 
⑦ ： A.クラーレ B.ブンガロトキシン C.テトロドトキシン D.ボツリヌストキシン、 
⑧ ：A.リセプター B.エフェクター 
⑨ ：A.脱分極 B.閾膜電位 C.活動電位 
⑩ ：A.チュブリン B.ミオシン C.トロポニン D.ドレブリン E.フィブリン 

 
 
問４． 下記の文章を読み、後の設問に答えなさい。 

 
1950年代初めにBernard Katz博士らにより行われたカエルの縫工筋の神経終末周辺
部筋細胞からの電位記録実験は、シナプス前部からの伝達物質放出機構の基本概念をう

ちたてた。この功績により、Katz博士は 1970年にノーベル・医学生理学賞を受賞した。 
1950年の春、Paul Fattと Bernard Katzは縫工筋の速筋線維の終板電位に関する研
究を行っていた。問１の図で示したような神経‐筋標本で、運動神経を電気刺激（シナ 
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プス前刺激）して筋細胞から細胞内電位を記録する実験を行っていた。ある時標本を変

えて、足指の遅筋線維から電位変化を記録しようとしたが記録がとれなかったので、ア

ンプの感度を高くした。すると、シナプス前刺激をしていない状態でも小さな電位変化

が起こっていることがわかった。Fattと Katzは、筋細胞の終板付近からシナプス前刺
激をしないでも記録できる小さな自発的な細胞内電位変化を微小終板電位（miniature 
end-plate potential; mEPP）と名付けた。 
 
右図は、Fattと Katzの論文に記載されているオシロ
スコープ上で観察された神経終末近傍でから記録され

た電位変化のトレースである。上半分の 14本のトレー
ス上には、上向きの小さいとがった波（一番小さな波形

は約 0.4 mV） が不規則な間隔で記録されている。これ
はシナプス前刺激をしないときに観察された。 
一方、シナプス前刺激した時には下の大きな波形のよ

うに、110 mVにもおよぶ大きなシナプス後電位が記録
された。 
 彼らは、シナプス前刺激しない時に観察されるこの小

さな振幅について、振幅毎にその頻度を示すヒストグラ

ムを作った。すると、0.4 mV, 0.8 mV, 1.2 mVにピークを持つヒストグラムとなった。
このヒストグラムから、彼らは重要な概念を提唱したのである。 
この現象が発見された時点では、神経筋シナプスや他のシナプスの微細構造はわかっ

ていなかったが、今やこの現象をもたらす微細構造のみならず、構成タンパク質と制御

メカニズムに関する複合体までも明らかとなっている。 
 
問４‐１）神経刺激をしてもシナプス後電位が記録されないようにするには、どのよう

な処置を施したらよいか、方法を二つそれぞれ 40字以内で答えなさい。 
 
問４‐２）彼らが提唱した、伝達物質放出のメカニズムに関する重要な概念とはどのよ

うなものか、100字以内で簡単に述べよ。 
 
問４‐３）後にシナプス前部に特徴的な構造物が明らかとなったが、その構造は何で、

どのような手法により明らかになったか。 
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選択問題１２ 
 
 
次の文章を読んで、下記の問いに答えなさい。 

 
1953年に James D. Watsonと Francis H. C. Crickにより DNAの立体構造として

（ア）構造が Nature 誌に報告され、DNA→（複製）→DNA→（転写）→RNA→（翻
訳）→タンパク質という（イ）が確立された。しかしながら、この原理をよく見ると矢

印は一方通行であり、その終点に関しては言及していないことに気が付く。実際には、

タンパク質は時空間的に適切に制御されて分解され、最終的に（ウ）にまで分解されて

から再び新しいタンパク質に生まれ変わっている。実は、Christian de Duveらがリソ
ソーム(1)の発見を Nature誌に報告し、Melvin V. Simpsonが細胞内エネルギー依存的
タンパク質分解系の存在を初めて J. Biol. Chem.誌に報告したのも 1953年であった。
リソソームの発見により、細胞内のタンパク質分解の問題は解決されたかに思えたが、

細胞質内タンパク質がリソソーム膜を横切ってリソソーム内で分解を受けるための局

在（位相、トポロジー）変化のしくみは長らく不明であった。その分子メカニズム(2)は、

45 年後の 1998 年に、大隅良典らのグループによって初めて明らかにされ、Nature 誌
に発表された。興味深いことにそのシステムは後述のユビキチンによる修飾系に類似し

たものであった。 
 
一方 Simpsonの論文は、一般に細胞内の状況で、タンパク質の分解にエネルギーは

必要ない(3)が、生物はわざわざエネルギーを消費してタンパク質の分解を行っていると

いう、重要な事実を示した最初の報告であった。このエネルギー依存性のタンパク質分

解系の実体は、25年後の 1978年に、イスラエルの生化学者 Aaron Ciechanoverらによ
って明らかとされた。すなわち彼らは、ATP及びユビキチン依存性タンパク質分解系の
存在を、Biochem. Biophys. Res. Commun.誌に初めて発表した(4)。この論文では、ユビ

キチンのいくつかの重要な性質が明らかとなった。彼は、この功績により 2004 年のノ
ーベル化学賞を共同受賞した。ただし、多くの生物に普遍的に保存されて存在している

事を意味する「ユビキチン」という名前は、その少し前にタンパク質分解とは関係ない

系で見出され、命名されている。 
 
ヒトの遺伝子上にはタンパク質分解酵素及びそのホモログをコードすると考えられ

るものが 1073 種類存在し、さらにこれに加えて、ユビキチンを基質タンパク質に結合
させて分解に導くユビキチンリガーゼが約1000種類存在すると考えられている。即ち、
タンパク質分解系の遺伝子は全遺伝子の 8％に達する。そのうちで細胞内のタンパク質
分解酵素には、プロテアソーム、カテプシン、カルパイン、カスパーゼなどが存在する。

これらのタンパク質分解系の重要性は、コードする遺伝子の破壊により生体が致死ある

いは病態を呈すことから明らかである。例えば、ユビキチンリガーゼの欠損により特定 
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のタンパク質の分解が正常に行われなくなると、細胞周期の不全による致死や神経細胞

死によるパーキンソン病を発症すること、カスパーゼの活性によるアポトーシスが初期

発生に必須であること、また、カルパインの変異で筋ジストロフィーを発症する(5)こと、

などが順遺伝学や逆遺伝学から次々と明らかにされている。このように、タンパク質分

解系の重要性は近年、急速に広く認識・理解され、（イ）の終点の概念を明確にしたと

考えられる。 
 
 

問１． 文中の（ア）～（ウ）に入る語句を書きなさい。 
 
 
問２． 下線部(1)について、細胞の中にリソソームとミトコンドリアが一つずつある模

式図を、脂質二重膜を一本線で表し、膜の位置関係（空間的な位相、トポロジ

ー）に注意して書きなさい。他の細胞内小器官は省略してよい。 
 
 
問３． 下線部(2)は、栄養飢餓時などの、細胞における緊急避難的応答の一つである。

これについて以下の問いに答えなさい。 
 
問３‐１）細胞質内タンパク質がリソソーム膜を横切って非特異的に分解を受けるメカ

ニズムの名称を書きなさい。 
 
問３‐２）この分解系についての下記の記述の中から正しいものを全て選び、①、②な

どの番号で答えなさい。 
① この分解系は、細胞質に存在するタンパク質を非特異的に、アミノ酸にまで分解す
る。 

② この分解系は、細胞質にある小胞体やミトコンドリアを分解することはない。 
③ この分解系が、ミトコンドリアを分解する場合、ミトコンドリアのマトリックスに
あるタンパク質は最後まで保護されて残り、再利用される。 

④ この分解系は、外部から細胞内に侵入したバクテリアなどの微生物を取り囲んで分
解・排除する機能も持っている。 

⑤ この分解系は、緊急避難的応答のため、栄養が十分ある場合には全く起こらない。 
⑥ この分解系は、基本的には非特異的分解系であるが、特定の場合には特異的分解も
引き起こすことが知られている。 
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問４． 下線部(3)に関して、次の問いに答えなさい。 
 
問４‐１）タンパク質の加水分解の化学反応式を書きなさい。 
 
問４‐２）常温常圧の水溶液中で、この反応を進めるためにエネルギーを加える必要が

ない理由と、しかしながらこの反応が触媒無しではほとんど起こらない理由

を合わせて 200字以内で簡潔に答えなさい。 
 
 
 

問５． 下線部(4)に関して、この論文
で、Ciechanoverらが行った実験につ
いて以下の問いに答えなさい。 
 

Ciechanover らはまず、網状赤血
球細胞抽出液を陰イオン交換樹脂に

通して、非吸着画分（I）と吸着画分（II）
とに分画した。それぞれの画分に対し

て ATPの存在下・非存在下で 3Hラベ
ルしたグロビンの分解活性を見たと

ころ、表 1 のようにどちらの画分にも分画前に見られたような顕著な ATP 依存性グロ
ビン分解活性は存在しなかった。しかし、分画した両画分を混合した結果、ATP非存在
下での分解活性はほとんど変わらな

かったが、存在下での分解活性は分画

前とほぼ同じ値となった。そこで、一

定量（2.9 mg/mlまたは 5.8 mg/ml）
の画分 IIに、量を変えて画分 Iを加え
た結果、グロビン分解活性は、図 1の
ようになった。 
次に、画分 I の成分を解析するた

めに、これを様々な条件で処理した後、

画分 II と合わせて活性を測定したと
ころ、表 2のような結果となった。そ
こで、90 ℃、10分間処理し、遠心し
た上清をゲルろ過にかけたところ、ほ

ぼ単一のピークを得ることが出来た。 
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図 1 

表 1 
[3H]グロビン分解活性(%/h) 

酵素画分 
‐ATP +ATP 

全抽出物 1.5 10.0 
画分 I 0 0 
画分 II 1.5 2.7 
画分 I +画分 II 1.6 10.6 
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問５‐１）表 I のグロビン分解活性の値から、タンパク質分解酵素は、画分 I、II のど

ちらに含まれると予想されるか。また、もう一方の画分に含まれると考えら

れる物質を答えなさい。 
 
問５‐２） 図 1の実験で、グロビンの分解活性は、30 ℃で 60分間保温した時の値を

使っている。このアッセイを 30 ℃で 30分間の保温で行ったときに予想され
る結果を図 1と同様のグラフに描きなさい。 

 
問５‐３） 表 2の 1～4行目の 4つの実験から、ここに含まれる物質についてわかるこ

とを全て書きなさい。 
 
問５‐４）表 2の 5行目の実験は、この物質がタンパク質であることを示すために行っ

た典型的な実験である。（エ）に入れる適切な言葉を答え、60 字以内で簡潔
にその処理を説明しなさい。 

 
 
 
問６． 下線部(5)に関して、ヒトでは骨格筋肉特異的カルパインの遺伝子 CAPN3の病

原性変異が肢帯型筋ジストロフィー2A 型の発症原因となることが明らかとな
っている。この疾患は一遺伝子性の常染色体劣性遺伝を示し、浸透率はほぼ

100％である。世界的には発症率は 10万人に 1人前後であるが、フランスのラ・
レユニオン島、スペインのバスク地方、アメリカ合衆国のアーミッシュ（厳格

な信仰をもつ特定の集団）の村など限られた地域では、その 5～1,000 倍以上
の発症率を示している。その考えられる理由について、200 字以内で簡潔に述
べなさい。 

表 2 
ATP依存的分解の増加率 画分 Iの処理方法 
[3H]グロビン分
解活性(%/h) 

% of control 

1 Control 
(Heated 87℃, 10 min) 

6.6 100 

2 Heated 96℃, 15 min 6.3 95 
3 Heated 96℃, 60 min 4.6 70 
4 透析 (20 h) 6.7 102 
5 （エ）処理 0 0 
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