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モデル生物、線虫の染色体像



１． ゲノムとは、

生物の体を構成する一つ一つの細胞には、
その身体を正確に作り、様々な環境変化
にも対応しながら、子孫を残し、やがて死
に至る、全てのプログラム（遺伝情報）が
備わっている。これをゲノムと呼ぶ。

gene + chromosome = genome

gene: 遺伝子

chromosome: 染色体

genome: 個々の生物の遺伝子全体



細胞

核

Chromosome: 染色体

染色体: DNAとヒストンなどの
タンパク質からなる

遺伝情報の担い手は
DNAと呼ばれる高分子
で、アデニン(A)、グア
ニン(G)、シトシン(C)、
チミン(T)という４種類
が鎖状に連なった構造
をしている。



大腸菌

シロイヌナズナ

イネ

酵母

多くの細菌

ヒト

4,600,000 塩基対

125,000,000 塩基対

430,000,000 塩基対

14,000,000 塩基対

2,000,000 塩基対
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大腸菌を１とした
ときの割合

0.4

さまざまな生物のゲノムの大きさ



ゲノムの全塩基配列の解読が完成した生物

細菌：
インフルエンザ菌 183万塩基対 1995年TIGR（米国）
マイコプラズマ菌 58万塩基対 1995年TIGR（米国）
ラン藻 357万塩基対 1996年かずさDNA研究所
・・・
大腸菌 472万塩基対 1997年ウイスコンシン大学（米国）/日本
・・・
根粒菌 704万塩基対 2000年かずさDNA研究所
・・・

真核生物：
酵母 1.4千万塩基対 1996年国際研究チーム
線虫 0．97億塩基対 1998年サンガーセンター（英国）/ワシントン大学（米国）
ショウジョウバエ 1．2億塩基対 2000年セレラゲノミックス
シロイヌナズナ 1．25億塩基対 2000年かずさDNA研究所/米国/EU
イネ 4．3億塩基対 2003年日本/米国/EU/他
ヒト 30億塩基対 2003年国際研究チーム
・・・



Molecular Biology of the Cellから引用



1匹の大腸菌を酵素で溶かし、
ゲノムDNAが出た電子顕微鏡
写真

大腸菌のゲノムの長さは？

4,720,000 / 10.5 x 3.4 nm
=1,528,380 nm (1.5 mm)

１ ｍｍ
＝１,０００マイクロ(μ)ｍ
＝１,０００,０００ナノ（n）m



ヒトの1細胞あたりのDNAの長さは？

30億塩基対/10.5塩基対 x 3.4 nm ｘ 2（父方と母方）
＝2 ｍ

ヒト1人あたりのDNAの長さは？

2 m x 細胞60兆個＝1200億 km
(太陽系の直径 100億 km）
太陽系約4周



比較的単純な細菌ウイルスのゲノム配列
約5,000塩基対からなる。もし、ヒトの30億ｘ2
ではこのページが60万枚x２となる。



もはやその情報量は、大
型計算機が必要

例えば、

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/mapview/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/mapview/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/mapview/


この遺伝子は？何かな？

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/mapview/

taagtgtaca tgcttaggcc ttctgaagca gcatttgaag ctgcagtcct gaaaaccatg

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/mapview/


ヒトの細胞は、一回の増殖分裂過程で、父方、母方
それぞれ３０億塩基対のゲノムDNAを、間違いなく正
確に複製（コピー）する。

n

n

egg

たった１個の細胞（受精卵）
から、60兆の細胞が集まっ
たヒトができる。それら全て
の細胞には、もとの父方、
母方それぞれ３０億塩基対
のDNAが正確に備わってい
る。



精子や花粉の形成は、

２ｎ ＞ ４ｎ ＞ ２ｎ ＋ ２ｎ
複製 第一分裂

２ｎ ＋ ２ｎ ＞ ｎ、ｎ、ｎ、ｎ
第二分裂



卵子形成は、

２ｎ ＞ ４ｎ ＞ ２ｎ（＋２ｎ：極体）
複製 第一分裂

２ｎ ＞ ｎ （＋ ｎ：極体）
第二分裂



線虫の卵の受精後の卵の減数分裂から
精子由来核との融合、体細胞分裂まで



線虫の核分裂（2細胞から4細胞への分裂）
（GFP蛍光ヒストンとチューブリンを用いた観察：約15分間）



遺伝子鑑定



STR: Short Tandem Repeat



＜法医学領域におけるDNA鑑定＞
個人識別、親子鑑定 ←DNA多型：対立遺伝子 (アリル、allele) の識別
性別判定 ←性染色体 (男：XY、女：XX) 遺伝子の識別
人獣鑑別 ←種特異的遺伝子の識別

＜血液型と比較したDNA鑑定の利点＞
・試料を選ばない：血液のみならず全ての有核細胞 (細胞の痕跡含む) 

からDNAが抽出できる
・多型性 (個人差) が高い部位が多数あり情報量が多い
・性染色体遺伝子や種特異遺伝子の検出も容易→性別判定や人獣鑑別

にも応用できる



スーパーモーニング こわい「DNA鑑定で有罪」 約20年後「間違っていました」
2009/04/22

1990年に栃木・足利市で起きた幼女殺害事件で、有罪の決め手になっていた
DNA鑑定が、最新の鑑定で「シロ」と出た。無期懲役が確定している菅家利和受
刑者（62）が出した再審請求審で明らかになった。彼は犯人ではなかった。しかし、
事件すでに時効だ。

当時この地域で幼女殺害が続いていた。栃木県警は、現場に残された犯人の
体液とのDNA鑑定を根拠に菅家受刑者の犯行と断定した。当時DNA鑑定は個人
を特定する最新の技術で、精度は100-150人に1人。新技術による初の確定事件
として話題になった。
しかし、現場検証で幼女を捨てた場所も特定できないなど、おかしな点は多
かった。警察は菅家受刑者が犯行を自供したとして、3件について送検したが、う
ち2件については不起訴。被告は1審の途中から否定に転じたが、DNAの一致を
根拠に最高裁までが有罪と認めていた。
菅家受刑者は2002年、宇都宮地裁に再審を求めたが、08年地裁は請求を棄

却。東京高裁に即時抗告していた。今回の鑑定は、この審理の中で出てきたも
のだ。



スーパーモーニング こわい「DNA鑑定で有罪」 約20年後「間違っていました」
2009/04/22

1991年当時の鑑定精度は、たとえば足利市内の男性だけでも、800-1000人くら
いは該当者がいるという程度。これが最新の鑑定では10の20乗分の1
(4兆人に１人）、つまり地球上の全員を1人ひとり特定できるレベルにある。この
結果、別人と出たわけである。

決め手は吸い殻のＤＮＡ 大阪タクシー強盗、容疑者浮上2009/04/22

大阪府東大阪市で昨年１２月末、乗務中のタクシー運転手が首を切られて殺害
され、現金が奪われた事件で、現場近くの路上から見つかったたばこの吸い殻
から検出されたＤＮＡ型が、今年３月に大阪市で起きた強盗事件で起訴された被
告の男（３７）の型と一致していたことが大阪府警への取材でわかった。府警は男
が運転手殺害事件に関与した疑いが強まったとみて、強盗殺人容疑で再逮捕す
る方針を固めた。



PCR (polymerase chain reaction)法の発明と原理

PCRは、当初、大腸菌のDNAポリメ

ラーゼクレノー断片を用いて反応
を起こすものが大半であった。この
酵素を用いた場合は、二本鎖DNA

変性のための温度上昇の際に、
DNAポリメラーゼが失活し、サーマ

ルサイクルごとに手作業でこの酵
素を加えなければならなかった。

シータス社の研究グループは、こ
の欠点を解決するために好熱性
の細菌から得た耐熱性DNAポリメ
ラーゼを用いたPCRを開発し、PCR

反応の簡便化、自動化への道が
開かれ、幅広く応用可能な手法と
して発展することになった。

1993年にキャリー・マリスがノーベ
ル化学賞を受賞している。



種の特定：形、交配性などーーー＞遺伝子情報を用いた特定 （分子進化）

種間を越えて、保存性がある領域

グルタミン合成酵素遺伝子

RubisCO遺伝子（植物）

16S リボソーム遺伝子（原核生物、細菌）

18S リボソーム遺伝子（真核生物）

16S rRNA系統解析とは、リボソームの小サブ
ユニットのRNA塩基配列を基にした細菌の進
化系統を明らかにする方法の一つである。

真核生物の場合は18S rRNAなのでリボソーム
小サブユニットrRNA系統解析 ('S'mall 'S'ub
'U'nit-rRNA、SSU-rRNA) と呼ばれることもある。

これらrRNAを利用する際は、ユニバーサルプ
ライマーを用いてPCRによる増幅を行ない、得

られた増幅産物のクローニングした後にシー
クエンス反応を行う方法が一般的である。た
だ、最近はシークエンシング反応を行わなくて
も群集構造の解析が可能なDGGE(Denaturing 
Gradient Gel Electrophoresis)、顕微鏡で直接
観察できるFISHなどの広い応用範囲がある。
かつては、制限酵素を用いたRFLPなどが使用
されていたが、現在はDGGEに取って代わられ
つつある。



www.geocities.jp/toyohiko_urakawa/tryp1.html

トリパノゾーマ（原虫）種の分子解析例





ITS (rDNA Internal Transcribrd spacer)
ｒRNAとｒRNA間に配列する遺伝子。変化に富み普遍的に存在するので、多種類の
生物種が存在する場合の同定にも用いられる。



核酸(DNA/RNA）のアガロース電気泳動

核酸は、アガロースやポリアクリルアミドゲルなどの中を電気泳動すること
により、その分子量ごとに分離することができる。

PCR産物、制限酵素処理産物、多型などの判別ができる。

原理
緩衝液などに核酸(DNA/RNA)を溶解すると、マイナスに荷電します。この溶

液をアガロースゲルに添加し、一定時間電気泳動すると、核酸の分子量に
応じた移動度を示します。これをエチジウムブロマイドなどで染色し検出す
ることで核酸の電気泳動パターンが得られる。このパターンから分子量を求
めたり（分子量マーカーが必要）、固体識別のための情報を得たりすること
が可能となる。



原因

アルコールを摂取すると、体内でアルコールはアルコール脱水素酵素によりアセトアルデ
ヒドに分解される。さらにアセトアルデヒドは、アセトアルデヒド脱水素酵素により酢酸へと
分解され、最終的には水と二酸化炭素に分解されることにより体外へと排出される。

アルコールの中間代謝物質であるこのアセトアルデヒドは毒性が非常に強く、その毒性
により引き起こされる症状が二日酔いである。つまり二日酔いの原因はアルコールその
ものではなく、その体内での中間代謝物質であるアセトアルデヒドによって引き起こされる
と考えられている。

お酒に強い？弱い？： 二日酔いと遺伝子型

二日酔いは主に飲みすぎ、すなわち自身のアルコール分解能力（正確には、アセトアル
デヒドの代謝能力）を超えた量の酒を飲むことで起きる。

アセトアルデヒドの代謝酵素であるアセトアルデヒド脱水素酵素は、人種あるいは個人の
遺伝的体質によりその代謝能力に差がある。

日本人を含むモンゴロイドのほぼ半数はアセトアルデヒド脱水素酵素の働きが弱い「低活
性型」か、全く働かない「失活型」である、そのためモンゴロイドには酒に弱く二日酔いに
なりやすいタイプが多く、全く酒を飲めないタイプ（いわゆる「下戸」）も存在する。それに対
し白人・黒人はこの酵素がよく働く「活性型」であり、酒に強く二日酔いにもなりにくい体質
の者が多い。なお人類のアセトアルデヒド脱水素酵素のタイプは元々「活性型」が基本タ
イプであり、「低活性型」及び「失活型」は突然変異によって生まれたハプロタイプである。



ALDH2はアルコールの中間代謝物質であるアセトアルデヒドを分解する酵素であ
り、そのexon12には、487Glu (GAA)→Lys (AAA) の一塩基多型 [ALDH2 type 1 
(wild type)、ALDH2 type2 (mutant type)] が存在することが知られている。

そこで、この一塩基の違いを利用した多型をPCR法によって検出する。

(wt)-----------------------------------------------------------GAA-------------------------------------
CTTxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-5’

not             TTTxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-5’

(mut)---------------------------------------------------------AAA-------------------------------------
TTTxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-5’

not           CTTxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-5’

DNA合成の基点となるプライマーの3'末端がミスマッチの場合，TaqDNAポリメラーゼは
DNA合成を始めません。このことを応用し，PCRで用いられる2つのプライマーのうち，一
方のプライマーにおいてその3'末端にSNPの1塩基がくるように設計することで，wt型と
mut型を区別することができます。



※プライマーの塩基配列
プライマーＦ 5'-CAAATTACAGGGTCAACTGCT-3'
プライマー RN 5'-CCACACTCACAGTTTTCTCTTC-3'
プライマー RM 5'-CCACACTCACAGTTTTCTCTTT-3'

方法

以下の反応液および反応条件でＰＣＲ反応を行ったのち，３％アガロースゲル電気泳動で
増幅産物を確認する。

（１）反応液組成
試料DNA μl
10×PCR Buffer μl
dNTPs mixture（2.0mM each） μl
Primer F（20pmol/μl） 1μl
Primer RNまたはRM（20pmol/μl） μl
Taq DNA polymerase μl
Distilled Water μl
Total μl

（２）反応条件
95℃3分 → （95℃20秒→60℃20秒→72℃20秒）×38サイクル →72℃7分



①100bpサイズマーカー
②③…被験者Ａ
④⑤…被験者Ｂ
⑥⑦…被験者Ｃ
⑧⑨…ネガコン（水）
②④⑥⑧はwt型増幅用プライマーで増幅。
③⑤⑦⑨はmut型増幅用プライマーで増幅。
被験者Ａはwt/wt型，被験者Ｂはmut/mut型，被験者Ｃはwt/mut型と判定できる。

被験者Ａ 被験者Ｂ 被験者Ｃ



基礎ゼミ準備実験
ALDH2の遺伝子型の決定

組織１：頬裏をイエローチップでこする
組織２：頭髪毛根２本分
組織３：手の皮膚をイエローチップでこする

それぞれ５０マイクロの水に入れ、９５度５分処理後、
各１マイクロを鋳型にPCRを行う。

結果
Normal検出用

Mut検出用
Normal検出用

Mut検出用
Normal検出用

Mut検出用

組織１ 組織２ 組織３

頬肉からは沢山DNAが取れた模様で、かつ本検体は変異型をヘテロに有する酒に弱い人種である


