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Small Inhibitory RNAs キーワード集 

 

antibody :   【抗体】哺乳類 (mammal) や鳥類における免疫反応によって、体内に侵入

した異物（抗原）に対して産生される蛋白質である。抗原と特異的に結合

する活性を持つ。 

ATP :     【adenosine 5’-triphosphate】生体におけるエネルギー伝達体として数多く

の反応に関与している。RNA の前駆物質の一つでもある。 

C. elegans :    多細胞真核生物のモデルとして用いられる土壌線虫。 

chromosome :  【染色体】多くの遺伝子や調節領域を含む巨大な DNA 分子と、それを取り

巻くヒストンなどの蛋白質からなる遺伝物質。 

chromosomal fragile sites :   

 【染色体脆弱部位】特殊な培養条件下で誘導される通常の染色により染まり

にくくなる染色体の領域。染色されにくいため、一般にその部分が脆く千

切れてしまいそうに見える。遺伝性疾患やある種の癌との関連が知られて

いる。 

circadian rhythm:【概日リズム】生物が生まれながら持ち合わせている約 24 時間周期の内

在性リズム。休息（睡眠）と活動、摂食、体温、血中のホルモン濃度など

の多くの生命現象が、概日リズムによって制御を受けている。 

DNA :  【デオキシリボ核酸】A, T, G, C の各塩基を持つデオキシリボヌクレオチド

を構成単位とする生体高分子。A と T、G と C が水素結合をすることに

よって、2 本鎖を形成する。多くの生物では、遺伝子の実体は DNA であ

る。 

Drosophila :     多細胞真核生物のモデルとして用いられるショウジョウバエ。 

dsRNA :     double-stranded RNA (2 本鎖 RNA) の略。 

electrophoresis:【電気泳動】 

eukaryote :   【真核生物】核膜で覆われた染色体を持つ細胞からなる生物。 

fragile X syndrome :   

 【脆弱 X 症候群】頻度の高い遺伝性精神遅滞症の一つ。X 染色体に原因と

なる変異が位置する。 

gene : 【遺伝子】染色体の DNA 上で一つのタンパク質（もしくは一つの機能性 

RNA 子）を指定する領域のこと。 

genome :    半数体（卵子や精子）における染色体の一組に存在する、遺伝子全体を示

す。 
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GFP :   【green fluorescent protein】オワンクラゲ由来の蛍光性蛋白。 

hybridization :   配列の類似している DNA 同士、RNA 同士、もしくは DNA と RNA が、

水溶液中において相補的な塩基の相互作用によって結合する現象。

Hybridization を利用した実験によって、目的とする DNA や RNA を検

出できる。 

immuno-precipitation :   

 【免疫沈降法】目的とする蛋白を認識する抗体によって、細胞の破砕液から

定の蛋白を精製する実験手法。 

locomotor activity :   

 【自発運動】多くの生物は、一日の内で休息する時期と活発に活動する時期

を持ち、その運動は概日リズムに支配されている。 

mental retardation:【精神遅滞】 

micro-injection : 組織の小さな領域もしくは細胞へ、ガラス針などを使用して微量の溶液を

注入する実験技術。 

miRNA :  【micro RNA】内在性の小分子 RNA であり、多細胞生物において発生現象

の制御等に関与する。 

nuclease : 【核酸を加水分解する酵素】RNA を分解する酵素は ribonuclease と呼ば

れる。 

nucleotide :    塩基、糖、リン酸の化合物であり、DNA や RNA の構成単位。時として、

DNA や RNA の長さの単位として用いられる。 

PCR :  【polymerase chain reaction】耐熱性 DNA polymerase を利用して、DNA 

を増幅する実験法。 

plasmid :   細菌の中で、染色体とは別に存在して複製する環状 DNA。遺伝子工学に

おいては目的の遺伝子をクローニングするためのベクターとして用いら

れる。 

polymerase : 【合成酵素】例をあげると、RNA-dependent RNA polymerase は、RNA を

鋳型として RNA を合成する酵素を意味する。 

post-transcriptional gene silencing (PTGS) :  異常な RNA な存在によって引き起こされる、

転写後の遺伝子発現抑制現象。 RNAi と類似した現象であることが多い

と考えられており、RNA silencing とも呼ばれる。 

protein :    【蛋白質】L-アミノ酸が重合してできた高分子化合物であり、生物体の主要

構成成分。 

ribosome :     遺伝情報を mRNA から蛋白質へ翻訳する分子装置。 
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RNA :   【リボ核酸】A, U, G, C の各塩基を持つリボヌクレオチドを構成単位とする

生体高分子。messenger RNA (mRNA) は遺伝子のもっている情報(DNA 

の塩基配列)を蛋白合成系へ伝える役割を持つ。Transfer RNA (tRNA) と 

ribosomal RNA (rRNA) は蛋白合成に関与する。 

RNA interference (RNAi) : 2 本鎖 RNA (dsRNA) の導入によって相同配列を持つ遺伝子の

発現抑制が生じる現象。Fire と Mello らによって発見された。 

sequence :   【配列】分子生物学では、DNA や RNA の塩基配列、タンパク質のアミノ

酸配列を意味することが多い。 

siRNA :     【small interfering RNA】RNAi 反応の中間産物であり、21~25 塩基長の小

分子 RNA である。 

spines :       樹状突起上に形成される神経シナプスのシグナルの受けて側

(pre-synaptic)である特殊な構造。全ての神経細胞がこの構造を持つわけで

はない。 

transcription : 【転写】遺伝子の DNA 鎖を鋳型として、それに相補的な RNA の鎖を合 

成する反応。 

transfection :    外来の DNA や RNA を細胞へ導入すること。培養細胞を核酸を含む溶液

に浸すことによって、核酸を取り込ませる技術を意味することも多い。 

transgene :    トランスジェニック生物に導入されている遺伝子。 

transgenic organism :   

 【トランスジェニック生物 】組み換え DNA を人為的に導入した生物個体

を意味する。 

Translation : 【翻訳】mRNA の情報を読み取って、蛋白質の生合成を行う過程を意味す

る。 

transposon :     染色体の上を移動できる能力を持った DNA 配列を意味する。ウイルスと

異なり、宿主の細胞の外には出ない。 

tumor :   【腫瘍】多細胞生物において、正常な制御からはずれて異常増殖するように

なった細胞集団。悪性の腫瘍は、いわゆる癌（cancer）。 

tumor suppressor gene :   

 【癌抑制遺伝子】機能欠損が細胞の異常増殖につながる遺伝子。 

UTR :     【untranslated region】mRNA の非翻訳領域を意味することが多い。 

virus :     【ウイルス】感染性の微生物であり、宿主とする真核生物の細胞に完全に依

存して増殖する。ウイルス自体はエネルギー代謝系や蛋白合成系を持って

いない。 
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