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 1  遺伝情報とタンパク質 

A 生体ではたらくタンパク質 

・生体内では多くの種類のタンパク質が，重要なはたらきをしている。 

例：〔1 酵素 〕（化学反応の促進），コラーゲン（構造の保持），アクチンやミオシ

ン（筋肉の収縮），〔2 ヘモグロビン 〕（酸素の運搬），ホルモン（組織や器官

のはたらきの調節），フィブリン（血液凝固），抗体（免疫） など 

発展 細胞膜には，物質の輸送を調節したり，情報の伝達にかかわったりする

タンパク質がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B タンパク質とアミノ酸 

・タンパク質は，多数の〔3 アミノ酸 〕が鎖状につながった分子。 

・タンパク質の性質は，タンパク質を構成するアミノ酸の〔4 種類 〕や〔5 数 〕，

〔6 配列の順序 〕によって決まる。 

 

◇ 細胞を構成する物質 参考 

・いろいろな生物で，細胞を構成する物質は共通しており，そのうち，〔7 水 〕

が最も多く含まれている。 

・動物細胞では，水に次いで多いのは〔8 タンパク質 〕である。 
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◇ タンパク質の構造 発展 

A タンパク質の基本構造 

１ アミノ酸 

・アミノ酸…〔9 炭素原子 〕（C）に〔10 アミノ基 〕

（-NH2），〔11 カルボキシ基 〕 

（-COOH），〔12水素原子 〕（H），および 

〔13 側鎖 〕が結合した有機物。 

・側鎖にはさまざまなものがあり，〔14 側鎖の違い 〕

によってアミノ酸の性質が決まる。 

 

2 ペプチド結合 

・〔15 ペプチド結合 〕…隣りあうアミ

ノ酸どうしの，一方のアミノ酸のカ

ルボキシ基ともう一方のアミノ酸の

アミノ基から，〔16 水 〕1分子が

とれてできる-CO-NH-の結合。 

・〔17 ペプチド 〕…2個以上のアミノ

酸がつながったもの。 

・〔18 ポリペプチド 〕…多数のアミノ

酸がつながったペプチド鎖。タンパ

ク質はポリペプチドからなる。 

・タンパク質の〔19 一次構造 〕…タンパク質を構成するアミノ酸の配列。タ

ンパク質の基本構造で，立体構造に大きな影響を与える。 

 

B タンパク質の立体構造 

・タンパク質の〔20 二構造 〕…部分的な立体構造。らせん状の〔21ックス構造 〕

やジグザグに折れ曲がったシート状の〔22 βシート構造 〕がある。 

・タンパク質の〔23 三次構造 〕…1 本のポリペプチドがつくる，二次構造がさ

らに組み合わさった，より複雑な立体構造。 

・タンパク質の〔24 四次構造 〕…複数のポリペプチドが組み合わさった構造。 

 

タンパク質を構成するアミノ酸の種類 参考 

タンパク質を構成するアミノ酸は〔25 20 〕種類ある。 
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 2  タンパク質の合成 

A RNAとそのはたらき 

タンパク質が合成される過程では，〔26 RNA 〕（〔27 リボ核酸 〕）が重要なは

たらきをしている。 

・RNA 

 〔28 ヌクレオチド 〕が構成単位。 

←DNAと同じ 

 〔29 1 〕本のヌクレオチド鎖からなる。 

←DNAは 2本 

 ヌクレオチドの糖は〔30 リボース 〕。 

←DNAではデオキシリボース 

ヌクレオチドの塩基は，アデニン（A），

〔31 ウラシル 〕（〔32 U 〕），グア

ニン（G），シトシン（C） 

←DNAでは A，T，G，C 

DNAより〔33 短い 〕 

←DNAの一部を写し取ってつくられるため 

 

B 遺伝情報の流れ 

・遺伝子がはたらいてタンパク質が合成される（遺伝子が〔34 現 〕する）過程 

DNAの塩基配列の一部    RNAの塩基配列    アミノ酸の配列 

 〔35 転写 〕 〔36 翻訳 〕 

・〔37 セントラルドグマ 〕…遺伝情報は，DNA→RNA→タンパク質という一方

向に伝達されるとする考え。 

 

◇ 遺伝情報とアミノ酸の配列 発展 

・塩基の組み合わせと指定できるアミノ酸の種類 

DNAの塩基 1個が 1個のアミノ酸を指定 

→指定できるアミノ酸は〔38  4 〕種類 

2個続きの塩基が 1個のアミノ酸を指定 

→指定できるアミノ酸は〔3916 〕種類 

連続した 3個の塩基が 1個のアミノ酸を指定 

→指定できるアミノ酸は〔4064 〕種類 

・〔41 トリプレット 〕…連続した塩基 3個のまとまり 

→20 種類のアミノ酸

全部を指定できない 

→20 種類のアミノ酸

全部を指定できる 
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C 遺伝情報の転写 

DNA の 2 本鎖の一部が〔42 ほどけて 〕，

塩基対どうしの結合が〔43 切れる 〕。 

→ほどけた部分で，DNAの一方のヌクレオチド

鎖の塩基に，対応する〔44 RNA 〕のヌク

レオチドの塩基が結合する。 

→隣りあう〔45 ヌクレオチド 〕どうしが連結される。 

 

D 遺伝情報の翻訳 

・〔46 mRNA 〕（伝令 RNA）…DNAから転写されてできた RNA。 

・mRNAの連続した塩基〔47 3 〕個の配列→1個のアミノ酸を指定。 

→対応するアミノ酸が順番につながり〔48 タンパク質 〕が合成される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発展・真核生物のタンパク質の合成は〔49 細胞質 〕の〔50 リボソーム 〕という

構造体で行われる。 

発展・〔51 核内 〕でつくられたmRNAは〔52 核膜孔 〕を通って〔53 細胞質 〕

へ出て，そこでリボソームと結合する。 
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◇ 遺伝暗号表 発展 

・〔54 コドン 〕…mRNA の連続した塩基 3 個の配列。コドンが指定するアミノ

酸は遺伝暗号表としてまとめられている。 

 

◇ タンパク質合成の過程 発展 

真核生物におけるタンパク質合成の過程 

① 転写 

核内の DNA の 2 本鎖の一部がほどけ，そのうちの 1 本のヌクレオチド鎖の

塩基に対して，RNA のヌクレオチドの塩基が弱く結合していく。 

→〔55 RNAポリメラーゼ 〕（〔56 RNA合成酵素 〕）のはたらきにより隣ど

うしのヌクレオチドが順に結合されて，DNAの塩基配列を写し取った 1本鎖の

RNAができる。 

・〔57 スプライシング 〕 

…転写によってできた RNAから 

〔58トロン 〕（塩基配列のうちタン

パク質の情報とならない部分）が取り

除かれ，〔59 エキソン 〕（塩基配列

のうちタンパク質の情報となる部分）

がつなぎ合わせられ，mRNAとなる。 

・〔60コドン 〕…1個のアミノ酸を指

定する，RNAの塩基 3個の配列。 

 

② 翻訳 

〔61 核内 〕で合成されたmRNAが〔62 細胞質 〕へ出ていく。 

→mRNAの一端に〔63 リボソーム 〕が付着する。 

→リボソームが付着した mRNA に，

〔64tRNA 〕（転移 RNA）が結合する。 

→tRNA によって運ばれてきた〔65 ア

ミノ酸 〕は，その前に運ばれていた

〔66 アミノ酸 〕と結合し，tRNA

はmRNAから離れる。 

→tRNAの結合，アミノ酸の結合，tRNA

の離脱が繰り返され，mRNAの塩基配

列がアミノ酸の配列に読みかえられる。 
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・tRNAには，塩基 3個がmRNAのコドンに対応して並んでいる配列 

（〔67 アンチコドン 〕）があり，その反対側にはアンチコドンに対応した特定

の〔68 アミノ酸 〕と結合する部分がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 体内に取りこんだタンパク質とアミノ酸の関係 参考 

・食品として摂取されたタンパク質は，いったん〔69 アミノ酸 〕の状態にまで

〔70 分解 〕される。 

・分解によって生じたアミノ酸は，全身の細胞に運ばれ，遺伝情報にもとづいて細

胞内で必要なタンパク質につくり替えられる。 

 

◇ 遺伝情報の変化と形質の変化 発展 

・DNAの塩基配列がわずかに変化したことで，合成されるタンパク質の本来の機能

が大きく変化することがある。 例：〔71 鎌状赤血球貧血症 〕 

・鎌状赤血球貧血症の原因 

ヘモグロビンの遺伝子 DNAの 1個の塩基が Aから Tに置換 

→mRNAのコドンが GAGから GUGに変化 

→アミノ酸がグルタミン酸からバリンに変化 

→ヘモグロビンの〔72 立体的な構造 〕が変化→貧血 

・〔73 突然変異 〕…DNAに永続的な変化が起こること。 
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