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1 問題表紙 I 

◎問題用紙が 18ページあることを試験開始直後に確認しなさい

◎解答用紙は，物理化学，有機化学，無機・分析化学，生命化学，いずれも 4枚綴りであるこ

とを試験開始直後に確認しなさい。

◎物理化学，有機化学，無機・分析化学生命化学のうち 2科目を選択すること。

選択した科目については， 別紙の演択科目届け出用紙の選択科目欄に0をつけること。

◎数値計算のため，準備された関数電卓の使用を許可する。
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問題番号［ロニ|
1.石炭から得られるコークスと水蒸気から，高温で一酸化炭素と水素が生成する反応は，工業におい

て重要である。そこで，次に示すグラファイトと水蒸気の反応を考える。

C(graphite, s) + H2 O(g) CO(g) + H2 (g) ① 

標準状態は 1atmで定義する。気体は理想気体 (idealgas) とする。エンタルヒ°ー変化とエントロピー変

化は温度に依存しないとする。必要であれば，以下の数値を使いなさい。

気体定数 (gasconstant) R = 0.0821 LatmK方nolー1=8.31 JK方nol-1

表 1 298 Kにおける標準生成エンタルピー (standardenthalpy of formation)△Hf゚

と標準モルエントロピー (standardmolar entropy) Sm 0 

物質 Mが／kJmoi-1 Sm0 / J mo「K―

C(s) 0 5.7 
比O(g) -241.8 I 88.8 
CO(g) -110.5 197.9 
鯛 0 130.6 

(1)反応①に関して， 298Kにおける標準反応エンタルピー (standardreaction enthalpy)を計算して求

めなさい。この反応は，発熱反応 (exothennicreaction)か，吸熱反応 (endothermicreaction) か，答え

なさい。

(2)反応①に関して， 298Kにおける標準反応エント ロピー (standardreaction entropy) を計算しなさ
v ¥o 

(3)反応①の自発性に関する次の文章のうち，正しいものを選びなさい。

（ア）すべての温度で自発的である。

（イ）すべての温度で非自発的である。

（ウ）低温で自発的，高温で非自発的である。

（エ）高温で自発的，低温で非自発的である。

(4) 800 °Cでの圧平衡定数 (pressureequilibrium constant)ふは 14.1である．固体の炭素と 0.100mol 

の水とが l.OOLの反応容器内で反応して 800°Cで平衡に達したとする。このとき， H20,CO, H2の分圧

P(H20), P(CO), P(H2)はそれぞれいくらになるか， 有効数字 2桁で求めなさい。

(5) (4) の平衡を保ったまま，800°Cで容器の容積を変えて全圧を 30atmにする。 このとき，平衡

定数は大きくなるか，小さく なるか，変わらないか， 答えなさい。
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2. 気相において CH3NCが CH3CNに異性化する反応を考える。

CH3NC (g)→CH3CN (g) 

470Kにおいて，この反応を追跡すると，時間 tでの CH3NCの濃度[CH3NC]として，表 lのデータが得

られる。この反応に関する以下の設問に答えなさい。

表 1. 470 Kにおける[CH3NC]の時間変化

t Is 

゜
5000 

[CHふC]I 10-2 mol dm-3 2.580 1.858 

(1) この反応の次数 (order)を求めなさい。

(2) この反応の速度定数kを求めなさい。

10000 15000 20000 25000 

1.338 0.964 0.694 0.500 

(3) CH3NCの濃度が初濃度の 1/10になるのに要する時間を有効数字 2桁で求めなさい。

(4) この反応において，反応温度が470Kから SOOKに上昇すると速度定数Kが 11.7倍となる。ア

主L
レニウスの式 (Arrheniusequation) k =: Ae RTが成り 立つとして，活性化エネルギー (activationenergy) 

比を求めなさい。ただし， Aは定数， Tは絶対温度， R= 8.314 J K―l mor1である。
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つぎの各問に答えよ。ただし，数値はすべて有効数字3桁で求めよ。

必要であれば，つぎの物理定数 (physicalconstant)を用いよ。

h = 6.626 X 10-34 J s（プランク定数， Planckconstant), c = 2.998 x 108 m s-1（光速 speedof light), 

me= 9.109 x 10―31 kg（電子の静止質最， electronmass) 

（l) 電気素量 (elementarycharge) 1.602 x 10-19 Cは，電子 (electron)およびプロトン (proton)l個

あたりの電荷（それぞれ符号は負と正）である。 1molあたりの電荷量を求めよ。また，この値は

何と呼ばれる量か答えよ。

(2) 右図のように x軸方向からグラファイトに入射し

た X線は，グラファイト中の電子と衝突し，角度 0だ

けy軸正方向にずれて散乱される。一方，電子はx軸か

らy軸負方向に角度ゆにずれた方向に跳ね飛ばされる。

このとき，散乱X線の波長A'は，入射X線の波長入よ

り長波長で，（2.1)式のように散乱角 0にのみ依存する。 入射X線

y
 

＼
 

中
子

質
電

物
の
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入射 X線の波長が入 ＝7．oox 10←llm，散乱角が 0= 60° 

のとき，反跳電子の運動エネルギーを求めよ。また，

このような現象は何と呼ばれるか答えよ。

(3) 右図のように原点から rの位置にある質点が運動量pで

運動するときの角運動量lは(3.1)式で与えられる。

i j k 

l=rxp=¥x y z 

Px 凡 Pz

(3.1) 

l=rxp 

ここで， i,j,kはそれぞれx,y,z方向の単位ベクトルである。

古典力学の変数を量子力学の演算子に変換するには，通常，

(3.2)式のような対応関係が用いられる。

6 
X → X= x，凡→ fax=-itzー (3.2)

函

x,y方向の角運動量演算子[,iは，変数(x,y,z)および微分演算子( , 
8 6 6 

ax両 az9 )を用いてそれぞれ

どのような式で表されるか答えよ。また，これらの演算子iXとiyの交換関係を答えよ。
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4.次の A,Bの文章を読み，設問に答えなさい。必要であれば，次の数値を用いなさい。

h = 6.626 X 10-34 J s（プランク定数， Planckconstant), c = 2.998 x 108 ms―l （光速， speedof light), 

NA= 6.022 X 1023 mor1 （アボガドロ定数 Avoga如 constant)。1eV = 1.602 x 10ー19J。

原子最 (atomicmass) : tH = 1.008, 1271 = 126.904。

A. 二原子分子のポテンシャルエネルギー曲線 Vは，次式のモース関数 (Morsefunction) で近似するこ

とができる。

V(R)=D.(I-e―{J(R-Rゲ

ここで， Rは核間距離，凡は平衡核間距離， Deはポテンシャル極小の深さ， f3は定数である。極小点近

傍では調和振動子 (harmonicoscillator) 近似が成立するものとする。このとき，分子の力の定数 (force

constant) をk, 換算質量 (reducedmass) をμとすると，分子の基本振動の波数Vは，次式で表される。

嘉ー一5l
-

―
 

～＞ 

IHl271の基本振動の波数tは， 2229.7cm―1である。

(1)分子の力の定数kを， De,/3を用いて表しなさい。

(2) 1H呵の力の定数kをNm-l単位，有効数字3桁で求めなさい。

(3) 分子の解離エネルギー (dissociationenergy) Doは， Deと異なる。1Hl27Iの解離エネルギーDoは，

3.054 eVである。定数0を有効数字 3桁で求めなさい。

B 分子の基準振動は， 対称性により分類することができる。ここでは， トランス-1,2ージクロロエテン

(trans-1,2-dichloroethene) について考える。必要に応じて，指標表 (charactertable) を用いなさい。

C2h E C2 i 0-h 

心 1 1 1 1 Rz x2,炉，z2,xy

Bg 1 -1 1 -1 Rx, Ry xz,yz 

A 1 1 -1 -1 z 

Bu 1 -1 -1 1 x,y 

(4)振動の自由度の数を答えなさい。

(5)基準振動モードの対称種（既約表現）を答えなさい。

(6)赤外活性な基準振動モードを答えなさい。
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各々の条件を満たす化合物の構造式を全て書きなさい。

(1)分子式が C3H心であり，ナトリウムと反応して水素を発生しない化合物。

(2)分子式が C2比Cbであり，双極子モーメントを持たない化合物。

(3)分子式が C3凡Br2であり，立体異性体を持たない還共化合物。

(4)分子式が C4比02である堡述エステル。

(5)分子式が C3比0であり，不斉炭素原子を有する化合物。
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面五蓋ー一号ーーロ-------------------—--- ---------- -----

酸性度，塩基性度に関する下記の問題に答えなさい。

(1)次の 3つの炭化水素化合物の pふには，それぞれ 10以上の違いがある。 pふが小さい方から並べ，

pぷが大きく異なる理由を説明しなさい。

゜
u 

゜(2)次の 3つの含窒素複素環化合物を塩基性度が大きい順に並べ，その理由を説明しなさい。

H

N

u

 

z

□
 

H
N

□
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問題番号［三J
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下記の(1)-(4)の反応では，右に示した生成物の収率は低い，あるいは生成物はほとんど得られない。各

反応において生成し得る副生成物の構造をそれぞれ示すとともに，それらが生成する理由を説明しなさ

い。さらに下記に示した原料から生成物をより効率的に得るために，適当な試薬をそれぞれ示しなさ

い。なお， 2段階の反応を必要とする場合もある。反応条件は試薬のみで，溶媒や反応温度の記載は不

要である。

(1) ~OH 

(2) 

゜
(3) 

MeNH2 

(4) 瓜
Ph Me 

HBr 
)I-

KMn04 
~ 

PhへBr
真

n-Buli Ph,,,,,......._Br 

►-

／ヘ.....,.,,Br

図
OH 

OH 

リ
N Ph Me_,,........._,,,,,. 
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問題番号［］二］
下記の(l)~(3)の合成変換について答えなさい。

(1)アリルアルコール出発物質をとして 2回のシグマトロピー転位を経る合成変換である。化合物 A

~Eの構造を書きなさい。

へ~□h + MeC(OEth ~ Me Ph 
+ MeC(0 Eth ~ A 

-2EtOH [3,3]シグマトロピー転位
B
 

LiAIH4 
~ c

 

z
 

2
 

o

h

 

c
 

u
 

e
 

B
 

S

N

 □翫
D 

H202 

” [2,3]シグマトロピー転位
E
 

(2)六員環化合物を出発物質として，五員環生成物を得る合成変換である。化合物 F, 活性中間体 Gの

構造を書くとともに，化合物 Fから五員環生成物への環縮小の反応機構を説明しなさい。

Me 

]~二 H
 2

e

 

0

M

 
Me:Me (3)四置換アルケンを出発物質として，二環性生成物を得る合成変換である。化合物 H, 活性中間体 l

の構造を書くとともに，化合物 Hから二環性生成物への反応機構を説明しなさい。

こベニ H ~[ I l ~ e
 

h
 

M
 

ph

入＼
P



No.日i]／ i亙
2021年 9月・ 2022年4月入学試験問題

大学院先進理工学研究科修士課程化学・生命化学専攻

科目名： 無機・分析化学

問題番号［口ニ］

次の①～⑤を読み，（1)~(3)の問に答えなさい。

① 硫酸銅(II)の水溶液に，塩化バリウム水溶液を白色沈殿が生成しなくなるまで加え，沈殿をろ過して

ろ液を濃縮し，青緑色の塩化銅(II)二水和物を得た。

② 50mLのビーカーに 2-プロパノール7mLをとり，これにジエチルアミン塩酸塩 1.0gを加え，湯浴で

加温しながらガラス棒で撹拌して完全に溶かした。

③ ②に，①で得た塩化銅(IT)ニ水和物 0.80gを加え，湯浴で加温しながら撹拌して完全に溶かしたとこ

ろ，溶液は褐黄色になった。

④室温まで冷却した③に，ガラス棒で撹拌しながらジエチルエーテル 10mLを加え，撹拌を続けたと

ころ，あざやかな緑色の沈殿が生成した。

⑤ ④で生成した沈殿を吸引ろ過し，乾燥させた。

(I)①の硫酸銅(II)中の銅(II)イオンはひずんだ八面体構造をとっている。この理由をd軌道の分裂を用い

て説明 しなさい。

(2)④で生じたあざやかな緑色の沈殿は，一般的な4配位の銅(II)錯体と同様の構造の塩であった。この

錯塩の名称を述べ，含まれる錯イオンの構造を図示しなさい。

(3)⑤で得られた沈殿を加熱すると，異性化して褐黄色の錯体に構造変化するが，温度を室温まで下げ

ると色も構造も元に戻る。褐黄色の錯体の構造を図示しなさい。
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問題番号［ロニ］
次の表に，カドミウム(II)のアンミン錯体とエチレンジアミン(en)錯体の生成定数と熱力学的パラメー

ターが示されている。以下の(1)~(5)の問に答えなさい。ただし，R= 8.314 J mor1Kー1である。

錯体 log f3n AG0/kJmol-1 邸 0/kJmor1 /.iS0/J mor1K―l 

[Cd(NH凶” 7.45 a -53.1 

[ Cd(en)2]2+ 10.62 -60.6 -56.4 

(25 °C), /3nは全生成定数。

K 

[Cd(NH3)芋＋2en → ← [Cd(enh]2+ + 4 NH3 ① 

(1) [Cd(NH3)4]2＋の生成反応のGibbsの標準自由エネルギー変化の値 aを求めなさい。

(2) [Cd(en)2庁の生成反応の標準エントロピー変化の値bを求めなさい。

(3) 25 °Cにおける反応①の平衡定数Kの値を求めなさい。

(4) 25 °Cにおける反応①のM{°，△so,および△G° の値を求めなさい。

(5) (3), (4)の結果から錯体の安定度に関してどのようなことが言えるか。

-35.5 

b 
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シュウ酸カルシウムの塩酸への溶解について，次の(1)-(4)の問に答えなさい。

ただし，シュウ酸カルシウムの溶解度積Ksp= 2.6 X 10-9,シュウ酸の酸解離定数K,1=-6.5 X 10-2, Ka2 

=6.lXlO汽水のイオン積Kw= 1.00 X 10-14である。

(1)難溶性のシュウ酸カルシウムが 1.0X 10~3 mol C1の塩酸にわずかに溶けて溶解平衡に達したとき，水溶

液中で成立しているすべての化学平衡を例にならって式で示しなさい。＜例＞H20~H++OH―

(2) (1)の水溶液中の次の各イオンの濃度を，他のイオンの濃度（または数値）を用いて表しなさい。

(a) [Ca2+J = 

(b) [H+J = 

(c) [Cr]= 

(3) (1)の水溶液について，溶液は電気的に中性であることを式を用いて表しなさい。

(4) (2), (3)の式を用いて，シュウ酸カルシウムの 1.ox10-3mol戸の塩酸への溶解度(molL-1)を計算し

なさい。
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次の文を読み(1)~(4)の問に答えなさい。

ただし Eo
'FeJ+IFe2+ 

=0.771V, E_0 ______,. =l.51V,R=8.314Jmor1K―1, IF= 96500 C mor1である。ま2+ 9 
MnO閃/Mn

た，硫酸は完全に解離していると考えて良い。

ビーカーAには， 2.00X1炉 M (= mol L-1)のKMn04,5.00 X 10-3 M のMnS04,および 5.00X10―IM 

の比S04が含まれている。ビーカーBには， 1.50X 1炉 M のFeS04とl.50X10-3 M のFe2(SOふが含ま

れている。 25°Cにおいて，二つのビーカーを塩橋で連結し，それぞれに白金電極（それぞれA,Bと

する）を挿入し，電極間に電圧計を挿入して導線で結んだ。

(1)導線で結ぶ前の電極A,Bの電位はそれぞれ何Vか。

(2)導線で結んで平衡に達した後の電極A,Bの電位はそれぞれ何Vか。

(3)導線で結んだ直後の電池の起電力は何Vか。

(4)導線で結んで平衡に達した後の電池の起電力は何Vか。
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問題番号［口J
問題番号1は必ず答え，問題番号2, 3, 4のうち， 2問を選択し答えなさい。

次の(1)~ (10)の設問に関して，簡潔に (2~3行程度）答えなさい。

(1)以下の核と細胞内小器官は， A, Bのどちらに分類されるか。

核， リソソーム， ミトコンドリア，小胞体，ゴルジ体，葉緑体

A：内膜と外膜の 2つの脂質二重層で囲まれたもの

B：単一の脂質二重層からなるもの

(2)ユビキチンープロテアソームのタンパク質分解系では， El,E2, E3が，標的タンパク質のユビキチン

化に関わる酵素である。このうち， ElとE2は標的タンパク質に依らず共通の酵素だが， E3だけが異

なる理由を説明せよ。

(3)発酵などの嫌気的なエネルギー獲得経路では，解糖系で生じたピルビン酸は乳酸やエタノールに変

換される。発酵におけるこの経路がなければ，嫌気的条件下では，解糖系のあるステップで代謝がス

トップするからである。その理由を説明せよ。

(4)真核生物の noncoding RNAの中で， micro RNAは遺伝子発現調節においてどのような機能をもつの

か，説明せよ。

(5)ヒトの遺伝子の 70％のプロモーター領域には CpGアイランドと呼ばれる領域があり，哺乳類では 60-

90％がメチル化されている。 CpGアイランドがメチル化されることによって転写はどのような制御を

受けるのか。また，その理由を説明しなさい。

(6)真核生物の mRNAはキャップ形成とポリアデニル化のプロセッシングを受ける。キャップ構造の付加

にはどのような機能があるのかを説明しなさい。

(7)活性型運搬体とは何か。二つの例を示し機能を説明せよ。

(8)真核生物の DNA合成の複製フォークでは， リーディング鎖とラギング鎖では異なる複製機構で伸長

反応が起きる。リーディング鎖にはなくラギング鎖に特有の複製機構を説明しなさい。

(9)細胞の情報伝達における二次メッセンジャーとは何か？ 2つの例を示し説明しなさい。

(10)動物細胞では， Rb(Retinoblastoma)は代表的ながん抑制遺伝子として機能している。通常， Rbは

細胞周期の DNA複製期 (S期）の阻害に関与し，増殖シグナルが細胞に加わると Rbの機能が解除され

て S期進行が起きる。この時， Rbにはどのように修飾がされ S期進行が起きるのか，説明しなさい。



No.CH]/ [I亙l
2021年9月・ 2022年4月入学試験問題

大学院先進理工学研究科修士課程化学・生命化学専攻

科目名： 生命化学

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------・ 

問題番号［二こ］
次の文章を読んで，以下の問 (1)~ (7) に答えなさい。

酵素によって触媒される生体内反応では，酵素作用の発現に寄与する補欠分子族として多様な補酵素が

機能している。アシル基転移反応では，アシル基と結合する( A )がアシル基を運ぶ担体として機能

している。 S—アデノシルメチオニンは，生体分子のメチル化反応の際にメチル基を供与して( B )へ

と変化する。また( C )および( D )は，いずれも酸化一還元反応でヒドリドの受け手となる補

酵素であるが，同様の機能を持つ補酵素としてこれらの他に( C )に含まれるリボースの 2'位にリ

ン酸がエステル結合したものもある。生体におけるエネルギー伝達体として多くのエネルギー代謝に関

与する( E )は，分子内に 2個の高エネルギーリン酸結合を有している。

(1) Aに当てはまる補酵素名を答えなさい。また，アシル基との結合の種類を答えなさい。

(2)脂肪酸の代謝過程では 4段階からなる一連の酵素触媒反応によって炭素鎖が短くなる。この過程

で Aに当てはまる補酵素にアシル基が結合した生成物が生じるが，このアシル基が何であるかを

答えなさい。また，この 4段階からなる酵素反応について説明しなさい。

(3) Bに当てはまる化合物名を答えなさい。また，この補酵素がメチル基供与体となる生体分子の例を

ひとつあげなさい。

(4) Cおよび Dに当てはまる補酵素名を答えなさい。

(5) Eに当てはまる補酵素名を答えなさい。また，この補酵素のエネルギー伝達以外の機能について答

えなさい。

(6)高エネルギーリン酸結合を含む例として，問題文中にあげたもの以外にひとつあげなさい。

(7) A~Eに共通する部分構造として含まれる化合物名を答えなさい。



No.］固／ i句
2021年9月・ 2022年4月入学試験問題

大学院先進理工学研究科修士課程化学・生命化学専攻

科目名： 生命化学

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

問題番号［口□］
インスリンに関する次の文章を読んで，以下の問 (1)~ (3) に答えなさい。

インスリンは血糖を下降させる唯一のホルモンであるため，インスリンの発見からインスリンのアミ

ノ酸配列の決定と遺伝子の単離はインスリン製剤の製法において不可欠な情報である。

インスリンは膵臓の 8細胞で一本鎖の前駆ペプチドを経て次のような多段階のプロセッシングを受

け合成される。分泌型タンパク質であるインスリンは，（ア）で， 110アミノ酸から構成される一本のプ

レプロインスリンのペプチドとして合成され，（イ）が切り取られて，輸送小胞によって，プロインスリ

ンとして（ウ）へ輸送される。（ウ）内を通過時に，プロホルモンコンバターゼ(PC)1/3および PC2の

2つの異なるプロテアーゼによってプロインスリンは異なる 2箇所が切断され， A鎖と，分子量が A鎖

よりも大きい B鎖が（エ）結合で連結したインスリンと，結合ペプチドである C鎖に切り分けられる。

インスリン製剤は，当初，固相法を用いる化学合成に成功したが，多数の合成過程が必要で費用がかか

ることから実用化しなかった。一方，ジェネンテク社は，遺伝子組換えによって大腸菌を用いてヒトイ

ンスリンの A鎖と B鎖のリコンビナントタンパク質の合成に世界で最初に成功したが，これだけでは

ィンスリンの活性を持たなかった。生体内では，（ア）では，（オ）のチオール基同士が酸化的に結合し

て（エ）結合を生成するため，タンパク質が正常な foldingを形成し，初めてインスリンとしての活性

を持つ。しかし，大腸菌ではその機構を備えていないために，試験管内で A鎖と B鎖のリコンビナント

タンパク質を加え酸化的条件下で結合させ， A鎖と B鎖の（エ）結合による架橋を持つ複合体を合成し

なければならなかった。

(1)上記の文章の（ア） ～ （オ）に最も適切な言葉を入れ答えなさい。

(2)以下の＃1~#8の異なる条件で，インスリン関係ペプチドを処理し SDS-PAGE（ポリアクリルアミドゲ

ル電気泳動）に展開し正確な分子最を求めた。 カッコ内は，得られたペプチ ドの分子星を示す。

プロホルモンコンバターゼ， PCl/3および PC2で切断されるプロインスリンの部位を示し， 3つに区分

される領域が， A, B, Cのどのペプチドに相当するのか，それぞれの分子量 (Da)とともに，図に示し

なさい。

#1：大腸菌で合成したプレプロイ ンスリン(12,100Da)。

#2：大腸菌で合成したプレプロインス リンをinvitroで，PC2で処理し消化した(2,400 Da + 9, 700 Da)。

#3：大腸菌で合成したプレプロインスリンを invitroで， PCl/3で処理し消化した(6,200 Da + 5, 900 

Da)。

#4：膵臓のB細胞の粗面小胞体から精製したプロインスリンを in vitroで， PC2で処理し消化した。

(9, 300 Da)。

#5：膵臓の 8細胞の粗面小胞体から精製したプロインスリ ンを invitroで， PCl/3で処理し消化した。

(9, 300 Da)。

#6：膵臓のB細胞の粗面小胞体から精製したプロインスリンを in vitroで， PC2およびPCl/3で処理 し

消化した(5,800Da + 3,500 Da)。

#7：膵臓のB細胞から精製したインス リンを，DTTを加えた SDSサンプルバッファーで処理した。

(2, 400Da + 3, 400 Da)。

#8：膵臓の8細胞から精製したインスリンを DTTや 2-mercaptoethanolなどの還元剤を加えない SDSサ

ンプルバッファーで処理した(5,800Da)。



No. [1囮／〕旬
2021年9月・ 2022年4月入学試験問題

大学院先進理工学研究科修士課程化学•生命化学専攻

科目名： 生命化学

問題番号［口□］
(3)ロックフェラー大学の Gunter Blobelは「蛋白質が細胞内の特定のオルガネラや細胞外へどのよう

に運ばれるか」を研究し，その理論を仮説として打ち立て，下線の部分は証明された。どのような実験

系をデザインすればこの仮説は証明できるのか，細胞生物学，生化学，遺伝学のうち，少なくとも 2つ

の方法を簡潔に説明せよ。図示しても良い。



No.[TI]／］亙］
2021年9月・ 2022年4月入学試験問題

大学院先進理工学研究科修士課程化学・生命化学専攻

科目名： 生命化学

問題番号［口□］
抗体に関する以下の文章を読んで，問 1～問 8に答えなさい。

図は，抗体タンパク質の一種である免疫グロブリン G(IgG)の立体構造をポリペプチド主鎖のトレー

スで表したものである。 IgGは，（ ア ）本の重鎖 (heavychain)と（ イ ）本の軽鎖 (lightchain) 

からなり，これらは（ ウ ）残基間での（ エ ）結合により結ばれている。また，二次構造として

（ オ ）を多く含むことが特徴である。抗体は，高い特異性をもって抗原を認識して結合する。抗原

を結合する部位は，問2超可変領域 (hvpervariableregion)とも呼ばれる。

抗体は，異種の抗原が体内に進入したことをきっかけに

（ 力 ）細胞から分化・増殖した抗体産生細胞により分泌

される。研究用の抗体は，ウサギなどに抗原を繰り返し注射

したのち，その動物のfl!!3血清に含まれているものを使用す

る。問4抗体は研究ツールとして極めて有用である。例えば

b 

「文蓉誡ぺ

問5Westernblottingでは複雑なタンパク質混合物の中から，

目的のタンパク質を可視化することができる。 m免疫沈降法

を利用すればタンパク質同士の結合を知ることができる。

近年，多くの抗体医薬品が上市されているが，問7反復投与

によりその薬効が減弱する例が報告されている。また，問8抗

体医薬品の標的は細胞外のタンパク質にほぼ限定されてい

ゑ。

a 

問 1. 上記文章中の（ア） ～ （力）に適当な数字あるいは語句を補ってそれを完成させなさい。

問 2. 下線部について

① 超可変領域は図中の a~dのどれに相当するか。記号で答えなさい。

② 超可変領域はどのようにして構造の多様性を獲得するか，そのメカニズムについて最も適切な

ものを以下の選択肢から選びなさい。

(a) DNAの配列が変化して，多様なアミノ酸配列が生成する。

(b)酵素による翻訳後修飾により，多様な官能基が付与される。

(c)分子シャペロンの作用により，多様なフォールディングのパターンが出現する。

(d)多様な組み合わせのプロテアーゼによる切断で，異なる断端を持つペプチドが出現する。

問3. ①下線部のようにして作成される抗体は，モノクローナルか，ポリクローナルかいずれか。

②ポリクローナル抗体とモノクローナル抗体の違いについて説明せよ。

問4.下線部について，通常抗体の使用を必要としない実験手法はどれかすべて選び記号で答えなさい。

(a) ELISA (b) FACS (c) NMR (d) Northern blotting 
(e) PCR (D SDS-PAGE (g) Southern blotting 

問5.下線部について， Westernblottingに問題なく利用できるが，免疫沈降では利用できない IgG抗
体，あるいはその逆の性質をもつものが存在する。この理由として何が考えられるだろうか。考察

しなさい。



No.[酎／ l亙］
2021年9月・ 2022年4月入学試験問題

大学院先進理工学研究科修士課程化学・生命化学専攻

科目名： 生命化学

----------・ 

問題番号|~
問 6. 下線部について，破砕した培養細胞の抽出液中に存在するタンパク質Aとタンパク質Bとの相互

作用（非共有的結合）を免疫沈降法によって調べたい。その実験プロトコルの概略を書きなさい。

なお，それぞれのタンパク質に対する特異的な IgG抗体（抗 Aおよび抗 B抗体）は利用可能であ

る。

問 7.下線部について，考えられる理由を書きなさい。

問8.下線部について，考えられる理由を書きなさい。また，この制約を解除して，細胞内のものを含

むより多くの標的タンパク質に対する抗体医薬を開発するために有効な方法を提案しなさい。
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