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第 1章 細胞と分子 

問．つぎの文の空欄に当てはまる語句を答えなさい。 

 1  生体の構成―個体・細胞・分子 

A 生物のからだの構造と階層性 

(1) 個体から細胞へ 多細胞生物（動物）のからだは，胃や肝臓，心臓，脳などの〔1    〕

からなる。器官は，上皮組織，結合組織，筋組織，神経組織などの〔2    〕から

なる。それぞれの組織は同じような形や機能をもった〔3    〕が集まったもので

ある。 

(2) 細胞から元素へ 細胞内には核，ミトコン

ドリア，ゴルジ体などのさまざまな

〔4        〕が存在する。細胞

小器官はタンパク質，脂質，核酸などの化

合物からなり，これらは炭素（C），水素

（H），酸素（O）などの〔5     〕

から構成されている。 

B 細胞を構成する物質 

 細胞を構成する物質は多く

の生物で共通しており，水，

有機物，無機塩類などからな

る。最も多く含まれるのは

〔6    〕である。 

補足 動物細胞や細菌の場合，有

機物の中で最も多く含まれるの

はタンパク質であるが，植物細胞

の場合は細胞壁（セルロースが含

まれる）があるため炭水化物が最も多くなる。 

(1) 水（H2O） 水分子は電気的にかたよりのある極性分子で，分子間で H と O が水素結

合をしていて凝集力が強い。すぐれた溶媒で，物質の運搬や酵素反応の場となるほか，

比熱が大きいので生体内の温度変化を緩和するはたらきもある。 

(2) 有機物 細胞を構成する有機物には炭水化物，脂質，〔7        〕，核酸な
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どがある。これらの有機物は基本単位となる物質が多数結合してできている。 

(3) 無機塩類 Na，K，Cl，Ca，Fe などの無機塩類の多くは細胞内外で水に溶けてイオン

として存在する。神経の興奮（活動電位の発生，→p.102）や筋収縮（→p.107）などの

生命活動にかかわるほか，生体物質の構成成分としても重要である。 

 例  生体物質の成分：骨…P，Ca，ヘモグロビン…Fe，クロロフィル…Mg 

 

 2  タンパク質の構造と性質 

 タンパク質は，遺伝子の情報をもとにつくられる有機物で，ヒトでは 10 万種類程度あ

ると考えられている。生体の構造や機能において重要な役割を果たしている。 

 例  リゾチーム（酵素），インスリン（ホルモン），免疫グロブリン（抗体），ヒストン（染色体の

構成要素），ミオシン（モータータンパク質），チューブリン（細

胞骨格の構成要素）など 

A タンパク質の基本構造 

 タンパク質は多数の〔12       〕がペプチド

結合してできた高分子化合物である。 

(1) アミノ酸の基本構造 アミノ酸は，1個の炭素原子

に〔13      〕基（-NH2），〔14         〕

基（-COOH），水素原子，側鎖が結合したものであ

る。側鎖の違いによって異なったアミノ酸となる。

タンパク質を構成するアミノ酸は 20種類ある。 

補足 動物の体内で合成できず，食物として取り入れる必要

のあるアミノ酸を必須アミノ酸という。ヒトの場合，バリン，

ロイシン，リシンなどが必須アミノ酸である。 

(2) ペプチド結合 隣りあったアミノ酸どうしは，一方のアミノ酸のカルボキシ基と他方

のアミノ酸のアミノ基の間で，水 1分子が取れて結合する。この結合を〔15       〕

結合という。また，多数のアミノ酸がペプチド結合して長い鎖状になったものを〔16     〕

（ペプチド鎖）という。 

 構成元素 構成単位 はたらきおよび性質など 

炭水化物 C，H，O 単糖類 
（グルコース，フ 

ルクトースなど） 

デンプンやグリコーゲンはエネルギ

ー源。〔8        〕は細胞

壁の成分 

脂

質 

脂  肪 C，H，O 
グリセリンと 

〔9      〕 
水に難溶。エネルギー源 

リン脂質 C，H，O，P ほかにリン酸化合物を含む 生体膜の構成成分 

〔7        〕 
C，H，O， 

N，S 
アミノ酸（約 20種） 

細胞構造の主成分，酵素の本体。酸・

アルカリ・熱などによって変性 

核

酸 

〔10     〕 
C，H，O， 

N，P 

ヌクレ 

オチド 

糖は 
デオキシリ

ボース 

遺伝子の本体。核に存在するが，ミト

コンドリアや葉緑体にも含まれる 

〔11     〕 糖は リボース 
核小体，リボソーム，細胞質基質に存

在。タンパク質合成に関係する 
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B タンパク質の構造 

 タンパク質には多くの種類がある。タンパク質の種類は，構成しているアミノ酸の種類

と数と配列順序によって決まり，それぞれ異なった立体構造をとる。タンパク質の構造は，

一次，二次，三次，四次構造に分けられ，立体構造はその機能と密接に関係している。 

(1)〔1     〕構造 ペプチド鎖を構成するアミノ酸の種類と数と配列順序をいう。 

(2)〔2     〕構造 ペプチド鎖中の Oと Hの間でできる水素結合による部分的な立

体構造。αへリックス構造（らせん構造）やβ

シート構造（ジグザグ構造）などがある。 

(3)〔5     〕構造 二次構造をつくったペ

プチド鎖が，S-S 結合や水素結合によって折り

たたまれてできる分子全体としての立体構造。 

補足 硫黄（S）を含むアミノ酸（システイン）どう

しの間で，SH基（スルフヒドリル基）から Hが失わ

れてできる結合を S-S 結合（ジスルフィド結合）とい

う。 

(4)〔6     〕構造 タンパク質によっては

複数のサブユニット（三次構造をもつペプチド

鎖）からなるものがあり，その複数のサブユニ

ットからなるタンパク質全体の立体構造をい

う。 

(5) タンパク質の立体構造と機能 タンパク質の中

には他の物質と結合する部位をもつものがあ

る。その部位の立体構造は決まっており，特定

の構造をもつ物質しか結合できない。この性質を特異性という。 

 例  酵素の基質特異性，抗原と抗体の特異性など 

特異性は立体構造によるものであるため，高温や酸などによって水素結合などが切

れて正常な立体構造を失う（〔7     〕）と，タンパク質はそのはたらきを失う

（〔8     〕）。 

 

 3  酵素のはたらき 

A 酵 素 

(1) 触媒作用 物質が化学反応を起こす場合，

化学反応を起こしやすい（活性化）状態に

なるのに必要なエネルギーを〔9           〕

という。酵素は活性化エネルギーを小さく

して化学反応を促進する触媒作用があるの

で，常温常圧でも速やかに化学反応を進行

させる。酵素は生体内でつくられたタンパ

ク質からなり，生体触媒とよばれる。 
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(2) 基質特異性 酵素が作用する物質を〔10     〕と

いう。酵素は，まず，基質と結合して〔11        〕

複合体をつくり，基質に作用して生成物がつくられる。

生成物ができると，酵素は離れて再び基質と結合する。

酵素はそれぞれ特有の立体構造をとる〔12       〕

（基質との結合部位）をもち，その構造と合致する基質

にのみ作用する（鍵（かぎ）と鍵穴の関係）。この性質

を〔13      〕という。 

(3) 基質濃度と反応速度 酵素濃度を一定にして基質濃度を変

えると，低濃度では基質濃度に比例して反応速度は大きく

なるが，ある濃度以上では反応速度は一定になる（飽和と

いう）。これは高濃度ではすべての酵素が酵素－基質複合

体になっているからである。酵素濃度を 2 倍にすると，

グラフの傾きも飽和状態の最大速度もほぼ 2倍となる。 

(4) 最適温度と最適 pH 温度上昇とともに基質分子などの運動

が盛んになり，酵素反応の速度は大きくなる。しかし，ふ

つう 60℃以上の高温では酵素本体のタンパク質が変性し，

失活するため，反応速度は急激に低下する。そのため，酵

素には最もよくはたらく〔14       〕がある。 

また，タンパク質の立体構造は pH によって

も影響を受けるので，酵素によってそれぞれ最

もよくはたらく pH（〔15       〕）が

ある。 

(5) 補酵素 酵素によっては，酵素だけでははたら

かず，〔16      〕とよばれる低分子の

有機物を必要とするものがある。 

 例  NAD＋，FAD（→

p.25，呼吸の過程ではた

らく脱水素酵素の補酵

素），NADP＋（→p.28，

光合成の過程ではたら

く脱水素酵素の補酵素） 

補足 酵素本体のタンパ

ク質は大きな分子で半透膜（→p.10）を通れないが，補酵素は低分子で半透膜を透過することができ

る。したがって，半透性のセロハン膜を用いて酵素本体と補酵素を分けることができる。この方法を

透析という。 
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 B 酵素反応の調節 

 細胞内で複数の酵素によって連続的に化学反応が進む代謝経路においては，一般に，一

連の化学反応の結果つくられた最終産物が代謝経路の初期の反応に作用する酵素にはた

らいて，経路全体の反応を調節している。このしくみを〔1          〕調節

という。この調節では，最終産物が初期の反応に作用する酵素のはたらきを阻害する（フ

ィードバック阻害という）ことが多く，アロステリック酵素がかかわっている。 

(1) 非競争的阻害 基質以外の物質が酵素の特定部位（アロステリック部位）に結合する

ことで，酵素の立体構造が変化して活性が変化する酵素を〔2          〕

酵素という。〔2          〕酵素のように，酵素の活性部位以外の部位に

物質（阻害物質）が結合することによって酵素反応が阻害されることを〔3         〕

という。 

(2) 競争的阻害 基質とよく似た立体構造をもつ物質があると，それが酵素の活性部位に

結合して基質が結合できなくなる。その結果，酵素のはたらきが阻害される。これを

〔4        〕という。 

 4  細胞の構造とはたらき 

A 生物の基本単位―細胞 

 すべての生物は細胞からできている。細胞は遺伝情報である DNA と生命活動に必要な

物質を細胞膜で包んだ構造をしている。 

(1) 原核細胞 核膜も膜構造をもった細胞小器官もない。DNAは核様体に存在する。原核

細胞からなる生物を〔5     〕生物といい，細菌と古細菌に分けられる。 

(2) 真核細胞 核膜で包まれた核をもつ。ミトコンドリア，葉緑体，小胞体などの発達し

た膜構造をもつ細胞小器官が存在する。真核細胞からなる生物を〔6     〕生物

という。 

B 真核細胞の構造とそのはたらき 

(1) 遺伝情報からタンパク質をつくる 核の中で DNAの遺伝情報が転写され，できた mRNA

は〔7        〕でタンパク質に翻訳される。核のまわりを取り囲む膜状の〔8      〕

は合成されたタンパク質の折りたたみや輸送などにかかわっている。小胞体には，リ

ボソームが付着した粗面小胞体と付着していない滑面小胞体がある。 

(2) 物質を分泌する・分解する 合成されたタンパク質は小胞体から〔9       〕

へと輸送され，濃縮・加工される。小胞に包まれてゴルジ体から出たタンパク質は細

胞外へ輸送される。〔10        〕とよばれる小胞にはゴルジ体から輸送され

た分解酵素の一部が含まれており，リソソームは細胞内の不要物を取りこんで分解す

る。 
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(3) エネルギーを供給する 細胞の活動に必要なエネルギーはおもに〔11          〕

で有機物の分解によって得られる。植物細胞では，〔12      〕において光合成

が行われて有機物が生産される。 

(4) 形をつくる・動く 細胞の形や細胞内の構造は〔13       〕によって支えられ

ている。〔14      〕は動物細胞の細胞分裂時に紡錘体形成の起点となるほか，

鞭毛（べんもう）や繊毛（せんもう）の形成にも関与する。 

(5) 仕切る・通す 細胞の最外層には〔15      〕があり，細胞内外の物質や情報の

出入りを調節している。 

(6) 植物細胞で見られる 植物細胞では，細胞液を含む〔16     〕が発達しており，

細胞膜の外側には〔17      〕がある。 

 

 5  細胞の活動とタンパク質 

A 生体膜と物質の出入り 

(1) 生体膜の基本構造 細胞膜や細胞小器官の膜は基

本構造が同じで〔18      〕と総称される。

生体膜は，2層のリン脂質層（脂質二重層）の中

にタンパク質がモザイク状に分布した構造をし

ており，タンパク質粒子はリン脂質層をある程度

自由に移動できる。このようなモデルを〔19         〕モデルという。 

(2) 選択的透過性 細胞膜は，細胞を外界と仕切るだけでなく，物質を選び分けて透過さ

せる性質がある。これを〔20        〕性という。物質はふつう濃度勾配にし

たがって拡散するが，脂質二重層を通過できるのは疎水性物質か O2や CO2などの分子

で，それ以外の物質は脂質二重層を貫通して存在する〔21     〕タンパク質を通

って出入りする。 

(3) 輸送タンパク質 輸送タンパク質には，次のようなはたらきをもつものがある。 

① チャネル 特定の物質を通す門のある管のようなもので，濃度勾配にしたがった

（〔22    〕輸送）が行われる。イオンなど，小さいが電荷をもつ物質を通す。 

 例  水分子が通るアクアポリン，神経細胞におけるナトリウムチャネル（→ p.102） 

② 担体 特定の物質が結合すると立体構造が変化して膜の反対側に物質が運ばれる。

アミノ酸や糖などの比較的低分子の極性物質などを濃度勾配にしたがって輸送する。 

 例  グルコースを細胞内に取りこむグルコース輸送体 

③ ポンプ 特定の物質を，ATPのエネルギーで濃度勾配に逆らって輸送する（〔23    〕

輸送）。 

 例  細胞内外の Na＋と K＋の濃度差を維持しているナトリウムポンプ（酵素名はナトリウム-カ

リウム ATP アーゼ） 
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参考 膜の透過性と浸透圧 

(1) 膜の透過性 ① 全透性 溶媒分子も溶質分子も通す性質。  例  細胞壁 

② 半透性 一般に溶媒分子は通すが溶質分子は通さない性質。  例  セロハン膜 

③ 不透性 溶媒分子も溶質分子も通さない性質。  例  ビニル膜，ナイロン膜 

(2) 浸透圧 濃度の異なるスクロース溶液を半透性の膜（半透膜）で仕切ると，

スクロース分子は半透膜を通れないが，水分子は膜を通って低濃度の溶液

から高濃度の溶液へ移動する。これを浸透という。スクロース溶液と蒸留

水を半透膜で仕切ったとき，水分子の浸透を起こさせる圧力を浸透圧とい

う。溶液の浸透圧は，濃度に比例する。 

(3) 細胞膜の性質 細胞膜は水分子など分子の小さいものは通すが，スクロー

スなど大きな分子は通しにくく，半透性に近い性質がある。 

① 高張液 細胞より浸透圧が高く，浸すと細胞から水が失われる液。 

② 等張液 細胞を浸したとき，見かけ上水の出入りがない液。 

③ 低張液 細胞より浸透圧が低く，浸すと細胞に水が入ってくる液。 

(4) 動物細胞と浸透 ヒトの赤血球を各溶液に浸すと次のようになる。 

① 高張液⇨赤血球内の水が奪われ，赤血球は縮む。 

② 等張液⇨大きさは変化しない。等張な食塩水を生理食塩水という。 

③ 低張液⇨水が浸透して赤血球は膨張する。細胞膜が耐え切れなくなる

と，赤血球は破裂し，内容物が流出する（溶血）。 

(5) 植物細胞と浸透 丈夫な全透性の細胞壁をもつ植物細胞を各溶液に浸すと

次のようになる。 

① 高張液⇨細胞内から水が吸い出され，細胞膜で包まれた原形質が縮み，

細胞壁から離れる。これを原形質分離という。 

② 等張液⇨変化しない。 

③ 低張液⇨水が浸透して細胞が膨張する。このとき中から細胞壁を押す圧

力を膨圧という。蒸留水に入れると，細胞の吸水力は浸透圧と膨圧の差

となり，吸水力＝細胞の浸透圧－膨圧 が成り立つ。 

(4) 分泌と飲食作用 脂質二重層や輸送タンパク質を通過でき

ない大きい物質は，生体膜自体がそれらの物質を包みこん

だ小胞を形成して輸送する。細胞外へ放出する〔1            〕

（開口分泌），細胞内へ取りこむ〔2           〕

（飲食作用）がある。 
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(5) シグナル伝達 多細胞動物を構成する細胞は，シグナル分子と細胞膜表面の〔3      〕

（タンパク質からなる）によって互いに情報をやりとりしている。シグナル分子が受容

体に結合すると，受容体の立体構造が変化し，細胞内の別のタンパク質に作用する。次々

と別のタンパク質へ作用することで情報は細胞内を伝達され，最終的に細胞活動の調節

が行われる。受容体とシグナル分子との間には特異性がある。 

 例  ホルモンと標的細胞，神経伝達物質（→p.103）と受容細胞 

 

 

B 細胞間結合 

 多細胞生物では同じ種類の細胞が集まって組織を形成している。組織形成においては細

胞どうしの細胞間結合（細胞接着）が重要なはたらきをしており，細胞間結合には膜タン

パク質が関与している。動物の上皮組織では次のような細胞間結合が見られる。 

(1) 〔4     〕結合 膜貫通タンパク質（接

着タンパク質）によって細胞間隙がふさが

れ密着して結合。 

(2) 〔5     〕結合 膜貫通タンパク質と

細胞内の細胞骨格が結合しており，強度が

高い。 

① 接着結合 〔6        〕とい

うタンパク質とアクチンフィラメント

が結合。 

② デスモソーム カドヘリン（接着結合と

は異なる）と中間径フィラメントが結合。 

③ ヘミデスモソーム 細胞と細胞外基質

（基底層など）との結合。〔7         〕

というタンパク質と中間径フィラメントが結合。 

(3) 〔8       〕結合 円筒状の膜貫通タンパク質で隣接する細胞と結合。低分子

物質やイオンが移動でき，細胞間の情報伝達に関与している。 

C 細胞骨格とそのはたらき 

(1) 細胞骨格 細胞の形や細胞小器官は，細胞内にある繊維状の〔9       〕に支

えられている。細胞骨格は次の 3つに分けられる。 

① 〔10        〕フィラメント 球状のアクチンというタンパク質が重合。

直径約 7nm。アメーバ運動や細胞質分裂のときの細胞のくびれ，筋収縮（→p.107）

に関与。 

② 〔11      〕 αチューブリンとβチューブリンという 2 つの球状タンパク

質が重合。直径約 25nm。細胞内輸送の輸送路，細胞分裂時の紡錘糸。 

③ 〔12      〕フィラメント 繊維状のタンパク質が束ねられたもの。直径 8

～12nm。細胞膜や核膜の内側に存在して細胞や核の形を保持。 
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(2) 細胞骨格と細胞運動 細胞内での細胞小器官や物質の移動（細胞質流動）は，細胞骨

格と，その上を ATPのエネルギーを使って移動する〔1            〕の

はたらきによる。〔2       〕はアクチンフィラメント上を移動して細胞小器

官などの積み荷を運ぶ。〔3       〕とダイニンは微小管上を移動して積み荷

を運ぶ。 

 

D 免疫とタンパク質 

 免疫反応においては，免疫細胞の表面にあるさまざまな受容体や，免疫細胞から分泌さ

れる物質など，多くのタンパク質が抗原の排除にはたらいている。 

(1) 体内に侵入した抗原は樹状細胞やマクロファージの Toll（トル）様受容体で認識され

る。B細胞表面にある B 細胞受容体も抗原を認識する。 

(2) 細胞表面には〔5           〕（MHC 抗原）とよばれるタンパク質が発

現している。MHC抗原は個体によって異なり，T細胞の表面にある T細胞受容体が結

合して自己・非自己を識別している。臓器移植で拒絶反応が起こるのは MHC 抗原の

違いによる。 

補足 ヒトの MHC 抗原は HLA（ヒト白血球型抗原）とよばれ，兄弟間では 25％の確率で一致す

るが，他人と一致することはほとんどない。 

(3) インターロイキンなどのタンパク質分子が情報伝達物質として免

疫細胞から分泌され，免疫反応の調節が行われている。 

(4) 体液性免疫にはたらく抗体は，〔6          〕とよばれ

るタンパク質で，H鎖 2本と L鎖 2本の計 4本のポリペプチド鎖か

らなる。〔7      〕とよばれる部分は抗体によってアミノ酸

配列が異なっていてそれぞれ特有の立体構造をもち，抗体は可変部

で抗原と特異的に結合する。 

参考 抗体の多様性 

 獲得免疫に関与する B細胞と T細

胞の特定の遺伝子では，分化のとき

に“連結”と“再編成”が起こる。

免疫グロブリンの場合，可変部の遺

伝子の組み合わせは H 鎖で 6000通

り，L 鎖で 320通りあり，できる抗

体は 192万種類以上になる。 
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用語 CHECK 

 

次の各問いに答えなさい。 

① 動物細胞を構成する有機物の中で，最も多い物質は何か。 

② ① はある物質が多数結合してできている。この物質を何というか。 

③ 隣りあう② どうしをつなぐ結合を何というか。 

④ タンパク質が変性し，そのはたらきを失う現象を何というか。 

⑤ 物質が化学反応を起こす場合，化学反応を起こしやすい状態になるために必要なエネル

ギーを何というか。 

⑥ 酵素は特定の基質にしか作用しない。この性質を何というか。 

⑦ 酵素が最もよくはたらく温度を何というか。 

⑧ ある低分子の有機化合物が酵素の活性部位に結合すると，その酵素が活性を示す場合，

この低分子の有機物を何というか。 

⑨ 生体膜において，リン脂質二重層に含まれるタンパク質は，リン脂質層をある程度自由

に動くことができる。このモデルを何というか。 

⑩ 輸送タンパク質のうち，水分子やイオンなどの物質を濃度勾配にしたがって細胞膜の内

外へ受動輸送するものを何というか。 

⑪ エネルギーを使い，細胞膜内外の濃度勾配に逆らって物質を輸送することを何というか。 

⑫ 多細胞生物の組織に見られる 3種類の細胞間結合のうち，カドヘリンやインテグリンと

いうタンパク質が関係しているものは何か。 

⑬ 細胞の形を支持する細胞内の繊維状の構造を何というか。 

⑭ ⑬ のうち，アメーバ運動や細胞質分裂のときのくびれ，筋収縮に関係する直径約 7nm

の繊維状構造を何というか。 

⑮ ⑭ 上を，細胞小器官などを乗せて移動するモータータンパク質は何か。 

⑯ 微小管上を，細胞小器官などを乗せて移動するモータータンパク質はキネシンともう 1

つは何か。 

⑰ 細胞表面にある自己・非自己の識別に関係する抗原を何というか。 

⑱ 体液性免疫で，抗体としてはたらくタンパク質を何というか。 

⑲ 抗原と特異的に結合する部分がある，抗体の部位を何というか。 


