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 1  細胞分裂と遺伝情報の分配 

・体細胞は，受精卵という〔1 1 〕個の細胞が，〔2 体細胞分裂 〕を繰り返しな

がら増えていったもの。 

・細胞分裂の際には，もとの DNAとまったく同一の DNAが〔3 複製 〕され，新

しい細胞に受け継がれる。 

→どの体細胞も〔4 同じ 〕DNAの遺伝情報をもつ。 

 

A 細胞周期 

・〔5 細周期 〕…体細胞分裂を繰り返す細胞において，分裂が終わってから次の

分裂が終わるまでの過程。 

細胞周期＝〔6 分裂期 〕（M期）＋〔7 間期 〕 

 分裂を行う 分裂の準備を行う 

〔8 DNA合成準備期 〕（〔9 G1期 〕） 

間期 〔10DNA合成期   〕（〔11 S期  〕） 

〔12 分裂準備期    〕（〔13 G2期 〕） 

・DNAが複製されるのは〔14 S期 〕。 

・細胞周期やその中の各時期の長さは，〔15の種類 〕

や〔16細胞の種類 〕によって大きく〔17異なる 〕。 

 

B DNAの複製 

・DNAの〔18 複製 〕…もとの DNAとまったく同じ DNAがつくられること。 

・分裂期に先立つ〔19 S期 〕に，DNAの遺伝情報が〔20 複製 〕される。 

・DNA複製のしくみ 発展 

① DNAの 2本鎖構造の一部分がほどけて〔21 1本鎖 〕になる。 

② 1本鎖になった部分で，それぞれの鎖を鋳型として，〔22 相補的 〕な塩基

をもつヌクレオチドが塩基の部分で弱く結合する。 

③ このヌクレオチドは，〔23 DNA ポリメラゼ 〕（〔24DNA 合成酵素 〕）と

よばれる酵素のはたらきによって，できつつあるヌクレオチド鎖に連結される。 

④ ①〜③が繰り返されて，もとの鎖に相補的な新しい鎖がつくられる。 

→できた 2本の DNAは，もとの DNAと〔25 まったく同じ 〕塩基配列をもつ。 

このような複製方法は〔26 半保存的複製 〕とよばれる。 
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C DNAの分配と染色体 

・染色体…切れ目のない〔27 ひと続き 〕の DNA分子＋タンパク質 

発展※一般に，真核生物は〔28 糸状 〕の DNAを〔29 複数 〕本もつが，原核生

物は〔30 環状 〕の DNAを〔31 1 〕本もっていることが多い。 

・細胞周期と染色体の変化 

間 期：伸び広がって細長い糸状の染色体が核全体に分散している。S期に DNA

が〔32 複製 〕される。 

分裂期：糸状の染色体が何重にも折りたたまれて凝縮され，太いひも状になる。

これらが〔33 均等に分配 〕される。 

→母細胞とまったく〔34 同じ 〕染色体が娘細胞に分配される。 
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D 細胞周期と DNA量の変化 

・細胞周期における細胞 1個当たりの DNA量の変化 

 

 

 

 

 

 

・細胞は 1回の細胞周期で DNAを正確に複製し，娘細胞へ均等に分配している。 

→娘細胞は母細胞とまったく〔35 同じ 〕DNAの遺伝情報をもつ。 

 

◇ 減数分裂と DNA量の変化 発展 

減数分裂では，間期の S期に DNA量が倍加した後，2回の分裂が引き続いて起こ

るため，娘細胞の DNA量は母細胞の〔36 半分 〕になる。 
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◇ 相同染色体 参考 

・体細胞には大きさと形が同じ染色体が 2本ずつある。この対になる染色体を 

〔37 相同染色体 〕という。 

・生殖と染色体 

父親：母細胞         生殖細胞 

減数分裂 受精 受精卵 

母親：母細胞         生殖細胞 

 

 

 

 

 2  分化した細胞の遺伝情報 

A 細胞の分化と遺伝子発現 

・〔40分化 〕…分裂した細胞が特定の形やはたらきをもつ細胞に変化していくこと。 

・すべての体細胞は，受精卵と同じ〔41 すべての 〕遺伝情報をもつ。 

・分化した後の細胞では，すべての遺伝子が常にはたらいているわけではなく，組

織や器官によってはたらく遺伝子が〔42 異なっている 〕。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 細胞の分化と遺伝情報 発展 

発生の段階に応じて体細胞は特定の細胞に分化する。←発生・成長の段階やその細

胞が存在する部位に応じて，そのときに〔43必要な遺伝子 〕だけがはたらくため。 

相同染色体を 2 本

ずつもつ 

2本ずつある相同染色体

のうちの〔39本ずつ 〕

を受け継ぐ 

〔38 2 〕本ずつの相同染色

体をもつ 

（一方は父親から，もう一方

は母親から受け継ぐ） 
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◇ 細胞周期と分化 参考 

・細胞によっては，DNA合成準備期（G1期）

で細胞周期を〔44 停止〕し，〔45G0期 〕

とよばれる休止期に入る場合がある。 

例：分化した筋肉細胞や神経細胞 

・肝臓の細胞は，肝臓が傷ついた場合などに

G0期の細胞が G1期に入り，細胞周期を再開

する。 

 

◇ 細胞の分裂回数と染色体の構造 発展 

・〔46 テロメア 〕…真核細胞の染色体の末端部にある特殊な構造。染色体を安定

化させるはたらきをもつタンパク質が結合している。 

・分裂のたびにテロメアは徐々に〔47 短く 〕なる。 

・テロメアの長さが一定以下になると分裂できなくなる。 

・テロメアは〔49 テロメラーゼ 〕という酵素によって長さが回復される。 

→細胞の分裂能力も回復。 

・がん細胞ではテロメラーゼが強く発現するため，分裂回数の制限がなくなると考

えられている。 

 

B 唾腺染色体と遺伝子発現 

・〔50 唾腺染色体 〕…ショウジョウバエやユ

スリカなどの幼虫の唾腺の細胞に見られる，

ふつうの細胞の染色体の 100〜150 倍もの

大きさの染色体。〔51 遺伝子 〕の位置に

対応した横じまが観察される。 

・〔52 パフ 〕…唾腺染色体で観察される膨ら

んだ部分。折りたたまれ凝縮されていた

DNA がほどけて広がった部分で，DNA が

〔53 転写 〕されて RNAが合成されている。 

 

◇ 発生と遺伝情報の発現 発展 

受精卵は，発生の過程で，それぞれ違った形や役割をもつ細胞に分化していく。 

←体細胞はどれも〔54 同じ 〕遺伝情報をもっているが，発生の段階に応じて，

そのときに〔55 必要な遺伝子 〕がはたらくことで分化が起こるため。 

→細胞の分裂回数には

〔48度がある 〕。 
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◇ 分化した細胞の遺伝情報についての研究の歴史 発展 

・ガードンの実験 

アフリカツメガエルの幼生の小腸の

上皮細胞から核を取り出し，これを，

紫外線を照射して核のはたらきを失

わせた未受精卵に移植。 

→低い確率で，核を移植した卵から正

常な幼生や成体が得られた。 

⇒分化した細胞の核にも，からだをつ

くるのに必要な〔56 すべての 〕

遺伝子がある。 

・受精卵は，1個の成体を構成するすべての細胞をつくり出す能力をもっており，こ

のような性質を〔57 全能性 〕という。分化した細胞は全能性を失っている。 

・〔58   胞 〕（人工多能性幹細胞）…分化した細胞に外部から複数の遺伝子を導

入することにより作製される，さまざまな細胞に分化する能力をもつ細胞。山

中伸弥らが作製に成功し，名づけた。 

・〔59 ES細胞 〕…哺乳類の〔60 胚 〕（発生初期の個体）から得られる，さま

ざまな細胞に分化する能力を維持している細胞。発生が進むと成体になる細胞

を壊さなければ得られないため，倫理的な問題が指摘されている。 

 

 3  DNAの遺伝情報と遺伝子，ゲノム 

・真核生物の場合，1個の体細胞には大きさと形が同じ染色体が 2本ずつある。この対

になる染色体を〔61 相同染色体 〕という。 

・相同染色体の一方は〔62 父親 〕から，もう一方は〔63 母親 〕から受け継い

だもの。 

・〔64 ゲノム 〕…相同染色体のどちらか一方を集めた 1組に含まれるすべての遺伝

情報。卵や精子などの〔65 配偶子 〕に含まれる遺伝情報に相当。 

・ゲノムを構成するDNAのすべての塩基配列が遺伝子として〔66いるわけではない 〕。

遺伝子は DNA中に〔67 飛び飛びに存在 〕している。 

ヒトの場合：ゲノム約〔68 30 億 〕塩基対に，遺伝子は約〔69 20500 〕個あ

り，タンパク質のアミノ酸配列を指定している部分は DNA の塩基配列全体の

〔701 〕%程度。 

・DNAの塩基配列がわかる→タンパク質のアミノ酸配列がわかる→遺伝子のはたらき

や発生・分化のしくみの研究などに役立てられる。 
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◇ ヒトゲノム計画とその後の研究 参考 

・〔71 ヒトゲノム計画 〕…ヒトの染色体の全塩基配列を調べ，その中のどこにど

のような遺伝子が含まれるのかをつきとめることを目標とした国際プロジェク

ト。1990年に始まり，2003年に 99%の塩基配列の決定，2004年に遺伝子数の

発表。 

・ヒトゲノム計画の成果は，病気の原因の解明や新薬の開発などにも応用されてい

る。また，遺伝子診断や遺伝子治療などの研究開発にも役立つと考えられている。 

・ゲノムの多様性と医療 発展 

・ほとんど（99.9%）の塩基配列はすべての人で共通だが，約〔72 0.1% 〕の

塩基配列は個人によって〔73異なっている 〕。＝ヒトゲノムには多様性がある。 

・遺伝情報の違いによって薬の効果や副作用の現れ方が異なる。 

→各個人の遺伝情報の違いを調べることで患者個人に最適な治療を行う医療の

研究が進められている。 
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