
1. DNAとRNA
• ともにヌクレオチドが単位となり多数がつながった、ポリヌクレオチドよりな
る鎖状の生体高分子である。

DNA
• 核の中に存在する遺伝物質である。DNAを鋳
型とする複製により生じる。物質としてはデ
オキシリボ核酸（DNA）で、きわめて安定で
丈夫な物質である。
• GATC４種類の塩基をもつヌクレオチドが並ん
でおり、その順序で遺伝情報を記録してい
る。 立体構造は二重らせんとなる。 
• 核の中では、ヒストンタンパク質と複合体を
作り、丁寧に折りたたまれて染色体を構成し
ている。
• 原核生物では環状、真核生物は直鎖状でいくつかの断片に分かれている。（ヒト
の染色体は女性23、男性24の断片に分かれている）

RNA
• DNAを鋳型とする転写により生じる。核内で合成され、細胞質に運び出されて
タンパク質の合成（翻訳）に用いられる。
• 物質としてはリボ核酸。一本鎖のポリマーで、複雑な立体構造をもつ。DNAよ
りはるかに不安定で分解しやすい。
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ヌクレオチドと核酸の構造
2. ヌクレオチドの構造
ヌクレオチドとヌクレオシド
ヌクレオシド
• 塩基と糖がグリコシド結合によって結合し
た配糖体化合物。

ヌクレオチド
• ヌクレオシドのリン酸エステル化合物の総称。（リン酸化ヌクレオシド）
• リン酸化糖に塩基が結合したもの。塩基、五炭糖、リン酸よりなる。

二種類の五炭糖
• リボースはリボヌクレオチドの構成成分
で、RNAに含まれる。
• 2-デオキシリボースはデオキシリボヌク
レオチドの成分で、DNAに含まれる。

核酸塩基
• プリンとピリミジンの2種類の骨格
がある。骨格の番号の付け方に注意
すること。

プリン塩基
• DNA、RNA両方に含まれ、プリン
骨格をもつ：グアニン・アデニン
• 合成・分解の中間体：ヒポキサンチ
ン、キサンチン、尿酸

ピリミジン塩基
• DNAとRNAに共通して含まれる：
シトシン
• DNAのみに含まれる：チミン
• RNAのみに含まれる：ウラシル
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塩基（アデニン）

N-グリコシド結合

五炭糖
（β-D-リボース）

エステル
結合

3’-水酸基
5’-リン酸基

β -D- リボース
五炭糖

（β-D-2’-デオキシリボース）

プリン骨格 アデニン グアニン

ヒポキサンチン キサンチン 尿酸

ピリミジン骨格 ウラシル シトシン チミン
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塩基 ヌクレオシド ヌクレオチド 備考
アデニン A アデノシン アデニル酸（アデノシン一リン酸；AMP）
グアニン G グアノシン グアニル酸（グアノシン一リン酸；GMP）
シトシン C シチジン シチジル酸（シチジン一リン酸；CMP）
チミン T チミジン チミジル酸（チミジン一リン酸；dTMP） DNAのみ
ウラシル U ウリジン ウリジル酸（ウリジン一リン酸；UMP） RNAのみ



ヌクレオチドの略称

例：ATP
• ヌクレオチド：アデノシン５’-三リン酸
（ATP）
• ヌクレオシド：アデノシン
• 塩基：アデニン、糖：リボース
• リン酸が結合している位置を明記する場合が
ある。

ポリヌクレオチド
• 核酸はヌクレオチドの重合体である。
• ４種類の塩基をもつヌクレオチドが、ホス
ホジエステル結合でつながっている。
• 糖はリボース（RNA）またはデオキシリボ
ース（DNA）のどちらか一方のみ。
• 3’-水酸基に次のヌクレオチドの5’-リン酸
が結合する。
• ポリヌクレオチド鎖の構造は、結合してい
るヌクレオチドの数と各々のヌクレオチド
が含む塩基の並び順で表せる。塩基の並び
順（塩基配列）を１文字表記して遺伝情報
を表現する。
• 方向性がある（5’-リン酸ー＞3’-水酸基）

3. DNA分子の特徴
相補的塩基対と二重らせんモデル
• DNAに含まれる塩基には特定の比率がある。（シ
ャルガフの規則：ＧとＣ、ＡとＴが等量ずつ）
• Watson J, Crick F, （1953年）は、X線解析の結
果と併せて、二本のポリヌクレオチド鎖が逆平行に
向き合って相補的塩基対形成による二重らせん構造
となることを示し、分子模型を組み立てた。

ワトソン・クリック塩基対
• G-C塩基対：水素結合３本
• A-T塩基対：水素結合２本
✴必ずプリンとピリミジンの組
み合わせとなる。

• 塩基が二本鎖の内側に向いて
水素結合で対合し相補的塩基
対を形成する。相補的塩基対
を作ることで、ポリヌクレオ
チド鎖は、合成の際に鋳型と
なることが出来る。

二重らせんの構造特性
らせんを安定化する相互作用
• 二本鎖間の塩基対形成による相補的な塩基
同士の水素結合と塩基対間のスタッキン
グ。
• 条件により三種類の構造（A型、B型、Z
型）を採ることが出来るが、生理的条件で
はB型となる。

基本データ（B型DNA）
• 右巻き（左に折れながららせん階段を上っ
ていく）
• 直径20Å
• 34Å / 10塩基対 / 一回転
• 3.4Å / 塩基対
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dCTP

AMP
adenosine monophosphate

deoxycitidine triphosphateヌクレオシドの名前+ リン酸の数
ヌクレオシドは一文字表記
だがデオキシリボヌクレオシド
の場合はd を添える

MP: monophosphate １個
DP: diphosphate 2個
TP: triphosphate ３個

5’-リン酸

3’-水酸基

ホスホジエステル結合

        1 cgccggagga gttctgcgtc tcggggtggt gactgggtcc agaatggctt cggattcggg
       61 gaaccagggg accctctgca cgttggagtt cgcggtgcag atgacctgtc agagctgtgt
      121 ggacgcggtg cgcaaatccc tgcaaggggt ggcaggtgtc caggatgtgg aggtgcactt
      181 ggaggaccag atggtcttgg tacacaccac tctacccagc caggaggtgc aggctctcct
      241 ggaaggcacg gggcggcagg cggtactcaa gggcatgggc agcggccagt tgcagaatct
      301 gggggcagca gtggccatcc tgggggggcc tggcaccgtg cagggggtgg tgcgcttcct
      361 acagctgacc cctgagcgct gcctcatcga gggaactatt gacggcctgg agcctgggct
      421 gcatggactc cacgtccatc agtacgggga ccttacaaac aactgcaaca gctgtgggaa
      481 tcactttaac cctgatggag catctcatgg gggcccccag gactctgacc ggcaccgcgg
      541 agacctgggc aatgtccgtg ctgatgctga cggccgcgcc atcttcagaa tggaggatga
      601 gcagctgaag gtgtgggatg tgattggccg cagcctgatt attgatgagg gagaagatga
      661 cctgggccgg ggaggccatc ccttatccaa gatcacaggg aactccgggg agaggttggc
      721 ctgtggcatc attgcacgct ccgctggcct tttccagaac cccaagcaga tctgctcttg
      781 cgatggcctc accatctggg aggagcgagg ccggcccatc gctggcaagg gccgaaagga
      841 gtcagcgcag ccccctgccc acctttgagc aggacctcac cttggctctg ttgctgtcct
      901 ccagggcgag cactttccac ttccagaggg ggccagaggg actttgcctg cccagtcttt
      961 ggagagctca gtacagggca ggagctgctg tggtgttccc ttggcaaatg aaagttttat
     1021 tttcgtttgg gaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaa

アデノシン

アデニン

AMP
ADPATP

αβγ



DNA分子の表現方法
• 大きさ：DNA鎖を塩基対の数で表現する（bp: base pair）
• 塩基配列二本鎖DNAの一方の鎖を5’リン酸側から3’水酸基に向けて、塩基の並ぶ順序
（塩基配列）を「アルファベット一文字表記」で表現する。5’側を左に書く。

4. RNA分子の特徴
• RNA分子はDNAを鋳型にして細胞の核の中で合成される。

構造
• 一本鎖のポリヌクレオチド
• リボヌクレオチドを基本単位とする。
• 糖：リボース／塩基：アデニン・グアニ
ン・ウラシル・シトシン

分類
コードRNA
• 遺伝情報を伝える。
• メッセンジャーRNA

非コードRNA
• 主にタンパク質合成を手助けする。
• リボソームRNA、転移RNA、様々な低分子RNA

5. ヌクレオチドの様々な役割
• 化学エネルギーの受け渡し（ATPの合成
と加水分解反応）

補酵素
• CoA（アシル基の担体）
• NADH / NADPH、FAD（電子、水素イ
オン）

シグナル分子
• サイクリックAMP、サイクリックGMP

転移基の活性化
• UDP-グルコース
• S-アデノシルメチオニン
•
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ウラシル

グルコース

UDP- グルコース

NAD+
ニコチンアミドアデニン
ジヌクレオチド


