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1.ゲノム

ゲノムは、遺伝子（gene）と染色体（chromosome）を組み合わせた言葉で、一般的には、DNA

（deoxyribonucleic acid）の遺伝情報のことを指します。

遺伝子は、遺伝情報を保持する単位です。

DNAは遺伝子の本体で、大部分は細胞核内の染色体が格納され、残りはミトコンドリアに存在します。

染色体は、細胞の核に一定数存在し、糸状のDNAが

ヒストンと呼ばれるタンパク質に巻き付き、それが連

結して棒状になった構造（クロマチン構造）をしてい

ます。

全ゲノムのうち、タンパク質の決定に関わる情報を持

つ領域は構造遺伝子（structural gene)と呼ばれます。

図a DNA



図a DNA



1-1 DNAの構造

1.ゲノム

DNAは、デオキシリボース（糖）に塩基とリン酸が結合したヌクレオチドから構成されます。こ

のヌクレオチドが連結して鎖状になったものが2本平行に並んで、ねじれた二重らせん構造に

なっています。

ヌクレオチドは、デオキシリボースの5’位の炭素（C）にリン酸が結合し、3’位の炭素（C）と水

酸基（OH基）が結合しています。ヌクレオチドは、このリン酸と水酸基が繰り返し結合するこ

とで連結することから、デオキシリボースの5’位 から3’位 （5’→ 3’）の方向性で連結し伸長し

ます。

DNAの塩基は、「アデニン（A）」、「グアニン（G）」、「シトシン（C）」、「チミン

（T）」の4種類があり、ヌクレオチド鎖の塩基の部位は、 「A-T」、「G-C」の組み合わせで対

になって水素結合で結ばれています。塩基間の水素結合は 「A-T」で2個、「G-C」で3個のため

「G-C」の方が安定しています。

タンパク質を生成するためのアミノ酸は、この塩基の並び方（塩基配列）によって決まっていま

す。つまり、塩基配列に物理的な変化が起こると、生成されるアミノ酸、タンパク質、さらに個

体間の形質に相違が生じる変異を起こすことがあります。



1-２ DNAの複製

1.ゲノム

体細胞分裂時、DNAの二重らせん構造はほどかれ、二本の鎖になります。DNAポリメラー

ゼという酵素によって新たにヌクレオチドが連結され、基のDNA一本鎖の塩基と相補的に対

になった新しい鎖が、5’→3’側の向きに合成されて新たなDNAが複製されます。片方の一本

鎖も同様に新しいDNAとなります。

この過程によって、細胞が分裂し増殖しても、それぞれの細胞は、基のDNAの遺伝情報を引

き継いだ細胞となります。



1-3 RNA

1.ゲノム

タンパク質合成の際には、DNAとよく似た構造をしているRNA（ribonucleic acid）が

出現します。

RNAは、DNAと同じく糖に塩基とリン酸が結合し、

ヌクレオチドが連結して鎖状になったものです。

DNAとの違いは、糖の部位がリボースで、塩基の

「Ｔ」が「U（ウラシル）」に代わっており、一本

鎖で存在する点です。RNAには、細胞中のリボ

ソームにDNAの遺伝情報を伝えるmRNA

（messenger RNA）、リボソームにアミノ酸を運

搬するtRNA（transfer RNA）、リボソームを構成

するrRNA（ribosomal RNA）、タンパク質をコー

ドしないncRNA（non-coding RNA）などがあり

ます。

図c DNAからRNAの転写➡タンパク質合成（翻訳）



1-４ セントラルドグマ

1.ゲノム

DNAに基づいてタンパク質が生成される過程は遺伝子発現と呼ばれ、「転写

（DNA→mRNA）」、「翻訳（ mRNA→タンパク質）」の段階を経て行われます。この過

程は「セントラルドグマ（Central dogma）」と呼ばれ、タンパク質がDNAやRNAを合成

できないことを示し、原則すべての生物に共通する過程です。

1-５ 構造遺伝子

構造遺伝子は、アミノ酸配列をコードする情報をもつ領域の「エキソン（exon)」、その

情報を持っていない領域の「イントロン（intron)」と呼ばれる塩基配列の領域で構成され

ます。

構造遺伝子の塩基配列の上流領域（前方）には、タンパク質合成の過程の第一段階である

転写の開始点や転写開始に関わる配列（TATAbox：塩基のTやAが繰り返される配列）が

あります。また、転写後、タンパク質に翻訳されない非翻訳領域も含まれます。

mRNA タンパク質DNA



mRNA前駆体

リボソーム

Ａ･･･Acceptor site
（mRNAのコドンに対応するｔRNAが結合）
Ｐ･･･Peptide site
（ｔRNAに結合しているアミノ酸にペプチド鎖が結合・延長）
Ｅ･･･Exit site
（アミノ酸が取れたｔRNAが解離）

特定のアミノ酸が結合したtRNA

図c DNAからRNAの転写➡タンパク質合成（翻訳）



1-６ コドン

1.ゲノム

mRNAの連続した３塩基（トリプレット、triplet）が一組となっているものはコドン（遺伝

暗号、codon)と呼ばれ、アミノ酸を指定します。塩基はA、U、G、Cの４種類あるので、計

算上は64（4×４×４）とおりのコドンが存在しますが、実際のアミノ酸は20種類です。こ

れは、一つアミノ酸に複数のコドンが対応している遺伝子暗号の縮重（縮退）のためです。

コドンAUGのメチオニンは、mRNA上に出現するとその位置から翻訳を開始するので開始コ

ドンと呼ばれています。翻訳は、５’から最初のAUGで開始しますが、下流のAUGから開始

されることもあります。ただし、翻訳を開始するためには、

AUGだけでなく、その３塩基上流のAまたはG（Rと表

記されることもある）と、AUGの次（下流側）のGのコ

ザック配列（kozak sequence）と呼ばれる配列が重要

になります。

UAA、UAG、UGAのコドンは、終止コドンと呼ばれ、

アミノ酸に対応ぜず翻訳終止として働きます。残りの

６１種類のコドンがアミノ酸を決定します。
図d コドン表



図ｄ コドン表



２.転写と翻訳

２-１ 転写（DNA➡ｍRNA）

転写は、DNAの塩基配列で必要な部分（遺伝情報）をRNAにコピーすることを指します。

図e 構造遺伝子の発現



２.転写と翻訳

２-２ 転写に関わる領域

DNA塩基配列の転写をコントロールする領域には、転写開始に必要な配列のプロモーター

（上流の5’側）、転写を活性化するエンハンサー配列が含まれます。また、転写開始点上流

の約25塩基にはTATAbox（塩基のTやAが繰り返される配列）があり、転写開始における中

心的な役割を担っています。

なお、細胞すべて一定量発現する遺伝子のハウスキーピング遺伝子（HPRT1やGAPDHな

ど）の多くは、TATAboxの部位が、GCbox（塩基のGやCが多い配列）になって出現します。

また、エンハンサー配列は下流領域（後方、3’側）にも存在し、 遺伝子ごとに決まった配列

をするものがあります。構造遺伝子から遠方にある位置のエンハンサー配列は、特定の細胞

のタンパク質に結合する部位があるため、共通のプロモーターを持つ遺伝子でも、限局した

細胞にしか活性化が起きないことがあります。



２.転写と翻訳

２-３ 転写の過程

転写は、まず転写開始に関わる転写因子（タンパク質）とTATAboxが結合して、転写開始点

が決められます。

次に、酵素であるRNAポリメラ－ゼが、プロモーター領域で転写因子と結合し転写開始点に

配置され、ここでさらにいくつかの転写因子と結合して転写を開始します。

転写が開始されると、 RNAポリメラ－ゼはDNAの二重らせん構造をほどき、鋳型となるヌ

クレオチド鎖の塩基配列を読み込みます。RNA側は、その配列と相補的な塩基をもつヌクレ

オチドを次々に連結させて5‘側→3’側へ伸長させながら、mRNAを形成し始めます。

鋳型になるDNAは、鋳型鎖（template stand)やアンチセンス鎖と呼ばれ、片方は非鋳型鎖

やセンス鎖と呼ばれます。データベース上の「ｃ.DNA（complementary DNA)」は、

DNAの非鋳型のエキソンを連結した配列に相当します。これは、RNA自体が脆弱なため、一

般的にはｃ.DNAの配列を分析した結果がデータベース上などで使用されます。



２.転写と翻訳

２-４ スプライシング

終止コドン（タンパク質合成の終了を指定する3塩基）まで転写が行われた時点のmRNAは、

エキソンとイントロンが混在し未熟なためmRNA前駆体（pre‐mRNA）やhnRNA (ヘテロ核

RNA:heterogeneous nuclear RNA)と呼ばれます。

そこで、イントロンの切除するスプライシングという現象が起こり、エキソン同士が結合し

て成熟したmRNAになります。

スプライシング時には、翻訳やmRNA を安定化させるため、 mRNAの5‘末端と3’末端で修

飾を受けます。5‘末端では、7-メチルグアノシン（グアニン塩基の7‘位がメチル化したも

の）が結合し、キャップ構造（cap structure)と呼ばれる特殊な構造を形成します。 3‘末端

では、mRNA前駆体の3‘末端部位に存在する配列のポリAシグナル（AAUAAA）によって、

後方（下流）にポリAテール（Poly A Tail)という塩基Aが多数連結します。これらの修飾は、

分解酵素からの保護やスプライシング・翻訳の促進に関わっています。



２.転写と翻訳

イントロンの配列は、5‘末端（スプライスドナー部位）のGTから始まって3’末端（スプライ

スアクセプター部位） のAGで終わります(GT–AG法則）。また、イントロンのスプライス

アクセプター部位の通常21～34塩基上流にはブランチ部位があり、ブランチ部位の4～24

塩基下流にはピリミジン（塩基C、T、U)が連続する領域PPT（poly pyrimidine tract）が

存在します。

これらのイントロン領域は、スプライシングに関わる配列のコンセンサス配列があり、この

配列に、核内の短い小型のsnRNA (small nuclear RNA) とタンパク質複合体であるスプラ

イソソーム (spliceosome) が結合することによって、スプライシングが行われます。

まずイントロンの5‘末端GUが切断され、その切断部がブランチ部位に結合して投げ縄（ラ

リアット）構造になります。次にイントロン3’末端のAGが切断されてイントロンが切除され

分解されます。

その後、スプライスアクセプター部位に結合された snRNAやスプライソソームによって、

切り離されたエキソン同士が連結されます。



２.転写と翻訳

２-５ 選択的スプライシング

構造遺伝子から転写されたｍRNAのエキソンは、すべて構成どおりに連結されることもあり

ますが、多くはスプライシング部位を変えたりして、エキソンの組み合わせが2とおり以上

になる形態でスプライシングされます。これを「選択的スプライシング（alteRNAtive

splicing) 」と呼びます。

選択的スプライシングによって、単一の構造遺伝子から塩基配列が異なる複数のmRNA、さ

らに異なるアミノ酸が生成されるため、多様なタンパク質が合成することができます。

選択的スプライシングの基本的な型は、「選択的5‘スプライス部位型」、「選択的3’スプラ

イス部位型」、「カセットエキソン型」、「相互排他的エキソン型」、「イントロン保持

型」と呼ばれる5つの型です。さらに、これらの型が複合し複雑になった型や、組織に特異

的な型などもあります。

また、スプライシング部位の塩基配列の異常によって、エキソンまたはイントロンが部分的

にとばされたり含まれたりして、アミノ酸配列からタンパク質に異常をきたし、遺伝的疾患

を引き起こす可能性があります。



２.転写と翻訳

２-6 翻訳（mRNA→タンパク質）

翻訳は、転写が終了したmRNAが核膜から出て細胞質へ移動し、リボソームでタンパク質が

合成される過程のことです。

リボソームは、多数のタンパク質とrRNAの複合体で、結合したmRNAやtRNAから、塩基を

アミノ酸に翻訳する役割を担っています。

２-７ 翻訳に関わる領域

アミノ酸の翻訳の対象となる塩基配列で、開始コドンから終止コドンまでの翻訳領域はコー

ディング領域、CDS（coding sequence)と呼ばれます。

開始コドンの位置が不明などで、塩基配列のどの部分がどのコドンに該当するか分からない

場合、いくつかのコドンの組み合わせが推測されます。このように、塩基配列のどの部分が

どのコドンに該当するかは読み枠（reading frame)と表現されます。

また、コーディング領域のうち、終止コドンと次の終止コドンではさまれた配列の読み枠は、

オープンリーディングフレーム、ORF（open reading frame)と呼ばれます。



２.転写と翻訳

２-8 翻訳の過程

まず、 mRNAがリボソームに結合すると、リボソームは翻訳開始点から、次々にコドンを

認識します。 次にtRNA がリボソームに結合します。tRNAは、mRNAのコドンを認識する

領域のアンチコドン（anticodon)を持ち、3’側末端のCCAという配列の先に、mRNA のコ

ドンと相補的な塩基配列を連結させて、アミノ酸を決定します。

このアミノ酸の配列では、コドンの塩基AはアンチコドンでUに、 同様にTはAに、GはCに、

CはGに翻訳されます。そして、これらのコドンのアミノ酸が結合してタンパク質が合成さ

れます。

２-9 非翻訳領域

CDSの両側（上流と下流）には、アミノ酸に翻訳されない領域の非翻訳領域があり、UTR

（untranslated region)と呼ばれます。5`側から読んで最初のAUGが開始コドンより前方

は「5` UTR」と表記されます。下流の終止コドンより後方は「3` UTR」と表記されます。



３. 変異

3‐1 遺伝子の変異

ゲノムに何らかの変化が起こり、遺伝子の塩基配列に変化が生じることを変異といいます。

遺伝子の変異がない標準的な表現型は野生型（Wild type）と呼ばれます。

図ｆ 野生型（Wild Type)



３. 変異

3‐1 遺伝子の変異

変異とは主に、塩基が置換、

挿入、欠失されることです。

塩基一つの変異でも、コド

ンの並び方が変化するため、

アミノ酸が変化します。ま

た、アミノ酸が大幅に変化

したり、開始コドンや終了

コドンの位置が変わったり

することがあります。これ

により、タンパク質の機能

に変化を及ぼし、疾患の原

因になることがあります。

これを病的変異と呼びます。 図ｇ 遺伝子の変異によるタンパク質の変化



３. 変異

変異は、生殖細胞（germline）と体細胞（somatic cell）のすべての細胞にみられますが、

ほとんどはタンパク質の機能などに変化を起こしません。これは、コドンで3番目の塩基の

変異であれば、アミノ酸が変化しないことが多いことや、タンパク質一つの変化では機能に

影響しないことなどが多いためです。

なお、変異が病的変異かどうかは、遺伝子解析とともに様々なデータベースなどを用いて判

定されます。判定が困難な場合は、VUS（意義不明多様体:variant of uncertain 

significance)として分類されます。



３. 変異

3‐２ 病的変異の種類

①点変異
一つの塩基対が変化した変異で、対になる塩基によって変異の影響が異なります。
塩基ＡとＧはプリン塩基、ＴとＣはピリミジン塩基と呼ばれます。
プリン塩基同士、ピリミジン塩基同士の変異は、トランジションと呼ばれます。
プリン塩基→ピリミジン塩基、ピリミジン塩基→プリン塩基の変異はトランスバージョンと
呼ばれます。トランジションはトランスバージョンよりも起こりやすく、変異による影響も
大きくなります。



３. 変異

3‐２ 病的変異の種類

②塩基置換
・ ミ ス セ ン ス 変 異
（ missense mutation)
コドンが変化し、アミノ酸
に変化が生じる変異のこと
です。

・サイレント変異（silent
mutation)
コドンが変化しても、アミ
ノ酸の変化が生じない変異
のことです。

・ナンセンス変異
（nonsense mutatin)
コドンが変化し、終止コ
ドンになる変異です。



３. 変異

3‐２ 病的変異の種類

③欠失・挿入
・フレームシフト変異 （ frameshift mutation)
１塩基の欠失や挿入、重複によって、DNAやRNA上にコドンの読み枠が変更される変異のことです。



３. 変異

3‐２ 病的変異の種類

・インフレーム変異（in-frame mutation）
塩基の挿入または欠失が3の倍数でも、コドンの読み枠に変更がない変異です。



３. 変異

3‐２ 病的変異の種類

・スプライス部位変異（splice mutation）
スプライス部位であるコンセンサス配列のＡＧ・ＧＴ（イントロンの開始・終了）を主に、塩基
変異により生じる変異です。
この変異により、エキソンがとばされるエキソンスキッピングや、本来のスプライス部位以外で
コンセンサス配列に似ている配列にスプライシングが起こったりして、アミノ酸配列の欠失など
を引き起こします。
また、イントロン内での塩基置換によって、潜在的なスプライス部位が生成・活性化され、スプ
ライシング異常を引き起こすことがあります。

GT
↓
A

GT

図ｈ missplicingの一例

5‘末端GTがG→Aに変異したことにより、exon中のGTから切断されてしまう。


