
Ribosome キーワード集 
*印は、他の項目での説明有り。 
基本事項） 
transcription：転写  
染色体など DNAに書き込まれた遺伝子の情報を RNAに書き写すこと。遺伝子が蛋白質の一
次構造（アミノ酸配列）をコードする場合には、さらに translation*によってその情報は蛋白
質へと具現化される。他方、transcriptionされたRNA自身が機能分子として働く場合もある。 
 
translation：翻訳   
mRNA*に書き写された遺伝情報をともにして、ribosome*においてアミノ酸から蛋白質（ポ
リペプチド）を合成すること。 
 
messenger RNA（mRNA）：伝令 RNA  
蛋白質の一次配列をコードする遺伝子から、その情報を transcription によって書き写された
RNA。ribosome*上での translation の際、ペプチド合成の設計図となる。原核生物では書き
出されたままの RNAが mRNAとして機能するが、真核生物の多くの mRNAは splicing*を受
け、余分な配列が除かれた後に translationに供される。 
 
ribosomal RNA（rRNA）：リボソーム RNA  
ribosome*の構成成分である RNA。原核生物では 23S、16S と 5S の３種類、真核生物では
28S、18S、5.8Sと 5Sの４種類が存在する。 
 
transfer RNA（tRNA）：転位（運搬）RNA  
mRNA*上の遺伝情報を蛋白質のアミノ酸配列に翻訳するアダプター分子。tRNA は、その 3'
末端が aminoacyl tRNA synthetaseによって自身の anticodon*部位の配列に対応したアミノ
酸によってアミノアシル化される。この状態で ribosome*上の mRNAの対応する codon*と結
合することで、mRNAの遺伝情報を読み取る。 
 
codon：コドン  
塩基配列をアミノ酸配列に読み替える際に、3 塩基一組でアミノ酸 1 栂規定される。この塩
基配列単位を codonと言う。 
 
anticodon：アンチコドン  
tRNA*が mRNA*のコドンを認識する際用いる、各アミノ酸を示す codonと相補的な 3塩基の
配列。 
 
stop codon：終始コドン  
termination  codonとも言う。蛋白質合成の終了（open reading frame*の終わり）をしめす
codon*。TAG、TGA、TAA の３種類があり、対応するアミノ酸は存在せず、RF（真核生物
eRF）*によって認識される。 
 
initiation codon：開始コドン  
タンパク質合成の開始（open reading frame*の先頭）をしめす codon。methionineに対応す



る ATG（原核生物ではまれに GTG、UUG）が用いられる。原核生物では methionineではな
く、formylmethionineをロードした tRNAが用いられる。原核生物、真核生物いずれも initiation 
codonに対応する aminoacyl tRNAは延長時に methionineが取り込まれるのとは異なった専
用の tRNA、initiator tRNAが用いられる。 
 
open reading frame（ORF）：読み枠  
蛋白質の一次配列をコードする陰電子の DNA 塩基配列は、3 塩基ごとの codon*として蛋白
質のアミノ酸に置き換えられる。この時、２重鎖 DNAの塩基配列は 6通りの読み方が存在す
るが、そのうち、実際にアミノ酸配列をコードしている配列の読み方について、一番 5'側（蛋
白質の N-末端に対応）から一番 3'末端（蛋白質の C-末端に対応）までの領域を示す。 
 
リボソーム翻訳関連） 
ribosome：リボソーム  
mRNA*の情報に従って蛋白質を合成するための巨大な RNA-蛋白質複合体。大サブユニット、
小サブユニットから成り、原核生物、真核生物で表のような成分構成をしている。大サブユ

ニットはペプチド結合の形成に必要な領域を、小サブユニットは mRNAの遺伝情報解読に必
要な領域を含む。生物が化学反応を支配する際の触媒としては、蛋白質からなる酵素

（enzyme）が中心的な働きをするが、ribosome は RNA が活性中心領域をしめる巨大な
ribozyme*であることが、最近の構造解析から明らかとなった。 
原核生物（大腸菌） 
  小サブユニット 大サブユニット 全体 
沈降係数 30S  50S  70S 
物質量  930 kDa  1590 kDa  2520 kDa 
RNA成分16S, 1542 nt 23S, 2904 nt 

   5S 120 nt 
RNA物質量 560 kDa  1104 kDa  1664 kDa 
蛋白質成分 21種  31種 
蛋白質物質量 370 kDa  487 kDa  857 kDa 
 
真核生物（ラット肝細胞） 
  小サブユニット 大サブユニット 全体 
沈降係数 40S  60S  80S 
物質量  1400 kDa  2820 kDa  4220 kDa 
RNA成分18S, 1874 nt 28S, 4718 nt 
    5.8 S, 160 nt 

   5S 120 nt 
RNA物質量 700 kDa  1820 kDa  2520 kDa 
蛋白質成分 33種  49種 
蛋白質物質量 700 kDa  1000 kDa  1700 kDa 
 
peptidyl transfer center：ペプチジル転位中心  
ribosome*において、aminoacyl tRNA*上のアミノ酸残基に既に合成された peptidyl tRNA*上
のペプチド残基が転位反応をおこして結合するための活性中心。結晶構造解析や rRNA*の変



異解析から、ribosome*大サブユニットの 23S rRNA（原核生物）または 28S rRNA（真核生
物）にあるとされる。他方、Strobleらは tRNAの ribose部位の 2'-OH基も重要な働きをする
と指摘している。PTCと省略される場合があり、後述の pre-mature termination codon*も同
じく PTCと呼ばれることがあるので注意。 
 
A site：A部位  
ribosome*上、aminoacyl tRNA が対応する mRNA 上の codon*に結合した結果、提示される
部位。 
 
P site：P部位  
ribosome*上、peptidyl tRNAが対応するmRNA上のcodon*に結合した結果、提示される部位。 
 
E site：E部位 ribosome*上、peptidyl transfer後の空の tRNAが結合する部位。 
 
peptidyl-tRNA：ペプチジル tRNA  
ribosome*上でのペプチド合成延長反応において、途中まで合成されたペプチドのカルボキシ
末端が対応する tRNA*の 3'末端と脱水縮合したもの。 
 
aminoacyl-tRNA：アミノアシル tRNA  
アミノ酸と対応する tRNA*の脱水縮合産物。aminoacyl tRNA synthetase*が、ATPの加水分
解と共役してアミノ酸のカルボキシ末端と対応する tRNA の 3'末端間を脱水縮合させること
で形成される。 
 
EF、eEF：翻訳延長因子  
ribosome*におけるペプチド合成反応において、ペプチドの延長過程に関わる ribosome以外
の蛋白質因子。原核生物では"EF-"の後にアルファベットを追加して、真核生物では"eEF-"の
後に数字とアルファベットを追加して命名されている。aminoacyl-tRNA*を結合し A-site*ま
で運ぶ EF-Tu（真核生物：eEF-1A）や、translocation*を促す EF-G（真核生物：eEF-2）な
どがある。 
 
IF、eIF：翻訳開始因子  
ribosome*におけるペプチド合成の開始過程、即ち、mRNA*と open reading frame*の initiation 
codon*に対応する aminoacyl tRNAである formylmethionyl tRNA（原核生物）または methionyl 
tRNA（真核生物）が ribosomeの小サブユニットに認識され、initiation codonからのタンパ
ク質合成がスタートする過程に必要な蛋白質因子群。initiatior aminoacyl tRNAを運ぶ IF-2（真
核生物：eIF-2）や、真核生物にのみ見られる mRNA の 5'-Cap 構造の認識因子である eIF-4
複合体などがある。 
 
RF、eRF：翻訳終結因子  
ribosome*におけるペプチド合成の終結時に働く蛋白質因子群。stop codonに対応する tRNA
擬態分子である RF-1、RF-2（真核生物では eRF１種類）などがある。 
 
translocation：転位  



translocationには様々な意味があるが、translation*に関して"translocation"と言った場合には、
peptidyl transfer反応によって P site*の peptidyl tRNA*上のペプチドが A site上の aminoacyl 
tRNA*に移った後、P site*の空になった tRNAが E site*に、A siteの延長した peptidyl tRNA
が A siteから空いた P siteに移る反応を示す。 
 
GTPase：GTP加水分解酵素  
GTP（グアニンヌクレオチド３リン酸）を、GDP（グアニンヌクレオチド２リン酸）とリン
酸に加水分解する酵素。翻訳に関わる GTPase は GTP を加水分解するのが目的ではなく、
GTP 結合型と GDP 結合型の二つの状態をサイクルすることで、可逆的な生化学反応を一方
向的に進めるのに働く。この他、情報伝達系の分子スイッチとして機能する GTPaseも存在
する。 
 
mRNA成熟化・品質管理関係） 
5'-Cap：5'-Cap構造  
真核生物 mRNA*の 5'-末端に見られる特殊なヌクレオチド構造。翻訳開始因子である eIF-4
複合体が mRNA であることの認識するための認識素子であり、ribosome*がその mRNA 上、
initiation codon*がどこにあるかをサーチする出発点となる。 
 
poly (A)：ポリ(A)  
真核生物 mRNAの 5'-末端に見られるアデニル酸が数十～200残基つながった構造。鋳型非依
存の poly (A) polymeraseと言う酵素によって transcription後に付加される。 
 
splicing：スプライシング  
RNAには transcription後、不要配列として切り出される部分 intronと実際に translationに供
されたり、機能分子として働く exonと言う部分から成るものがある。この intron部分を除去
し、exon 部分をつなげることによって、exon のみからなる RNA を形成する修飾過程を
splicingと言う。 
 
exon：エキソン   
転写された RNA中、実際に translationに供されたり、機能分子として働く部分。 
 
intron：イントロン 転写された RNA中、不要配列として除かれる部分。 
 
exon(-exon) junction：エキソン－エキソン接合部  
splicingで intronが除かれた後、exonと exonが結合した接合部。 
 
exon-junction complex：エキソン接合部複合体  
splicingで exonが結合された最、exon-exon junction*の上流 20～24 nt付近に形成される蛋
白質複合体。Y14、RPNS1、MAGOH、Aly/REF等の蛋白質を含む。splicingが起こったこと
を示すマークであるとともに、NMD*においてこれより上流にある stop codon*が正常なもの
か pre-mature termination codon*なのかを判断するマークとして用いられると考えられてい
る。 
 



non-sense mediated mRNA decay（NMD）：ナンセンス変異依存mRNA分解  
遺伝子自身の変異や mRNA*転写時のヌクレオチドの誤取り込みにより、本来であればまだ連
続しているはずの open reading frame*（ORF）の途中に stop codon*（pre-mature termination 
codon*）が生じる場合がある。このような mRNAは異常なタンパク質をコードしており、そ
のようなタンパク質が翻訳されないよう、pre-mature termination codon*を持った mRNAを
特異的に分解する活性を NMDと呼ぶ。 
 
non-stop mediated mRNA decay（NSD）：ノンストップmRNA分解  
NMD*と同様に本来ならば open reading frame*の終わりにあるはずの stop codon*が失われ、
mRNA*の 3'末端まで stop codonが現れない異常 mRNA*が生じた際、これを特異的に分解す
る活性を NSDと呼ぶ。 
 
pre-mature termination codon：未熟終止コドン  
正常な遺伝子上の配列では見られない本来の読み枠中に生じてしまった異常な stop codon*。
PTCと略されることがある。peptidyl transfer center*と混同しないよう注意。 
 
tmRNA：tmRNA  
原核生物の ribosome*が non-stop mRNAの末端に遭遇した際や、何らかの理由で延長反応を
行えなくなった際にA site*にはいる、tRNAとmRNAの両方の機能を持つ特殊なRNA。alanine
がチャージされた自身の tRNA様 3'末端を A siteに提示するとともに、既にある mRNAを自
身の配列で置き換えてしまうことによって translation stall（翻訳停止）を解消し、かつ、
translation*途中のポリペプチドに蛋白質分解システムに認識されるためのタグ（mRNA様部
分がコード）を付加する２重の機能を持つ。 
 
decapping：デキャッピング  
真核生物の 5'-Cap*構造を外すこと。mRNA分解の重要な初期過程。 
 
deadenylation：デアデニレーション  
真核生物の 3'-末端の poly (A)*構造を分解すること。やはり、mRNA分解の初期過程として重
要。 
 
exosome：エキソソーム  
核または細胞質に存在する 3'-5' exonuclease（3'-末端から RNAを逐次的に分解する酵素）複
合体。様々な RNAの分解に関わる。 
 
ribozyme：リボザイム  
RNA 酵素とも言う。蛋白質からなる生体触媒を enzyme と言うのに対して、RNA からなる
触媒を示す言葉。 
 
 


