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《Epigenetics: Was Lamarck Right?》 グローサリー 
 
 

Abiotic and biotic stress: Physical and biological stress. 
生物が被る非生物的、生物的な要因によるストレス。例えば高温、乾燥、病原菌感染など。 
 
Anaphase-Promoting Complex: An E3 ubiquitin ligase that marks target cell cycle proteins for 
degradation by proteasome. 
ユビキチンライゲースの複合体で標的タンパク質の分解を介して細胞分裂の進行を促す。 
 
Arabidopsis : A genus in the family Brassicaceae. 
シロイヌナズナ。アブラナ科の植物で世界中でモデル植物として研究されている。 
 
DNA cytosine methylation：Addition of a methyl group to the 5 position of the cytosine.  
DNA を構成する４つの塩基のうちシトシンにメチル基修飾が付加される現象。細菌から哺乳類

まで保存された機構で一般に遺伝子の不活化に関与する。 
 
Chromatin: A complex of DNA, histone proteins, non-histone proteins, RNA, etc. DNA,ヒストン

タンパク質、またそれらに結合しているタンパク質、核酸などを総体として指したもの。 
 
DNA hypermethylation: DNA 高メチル化。 
 
DNA hypomethylation: DNA 低メチル化。 
 
Dwarf: Plants smaller than standard individuals.  
矮性。 
 
Environmental stimuli：Signals or events that evokes a specific functional reaction in an organ or 
tissue. 
環境刺激。栄養状態や温度の変化など非生物的なものから病原菌感染など生物的なものまで生命

体に影響を与える要因。 
 
Epigenetic allele (epiallele): Variant forms of the same gene, which are induced by changes in 
epigenetic modifications. 
allele とは一般に特定の遺伝子座の状態の変化（発現状態の変化など）を指すが、塩基配列が置

換・欠損した遺伝的な変化（genetic change）に対し、遺伝的変化を伴わない発現状態の変化

（epigenetic changes）が引き起こされた遺伝子座を Epigenetic allele と呼ぶ。 
 
Genomic imprinting: Maternally and paternally derived chromosomes show different expression 
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of a certain gene depending on their parental origin. 
ゲノム刷り込み。母親と父親から受け継いだ遺伝子座の発現パターンが異なる現象。哺乳類、植

物ともに観察される。 
 
Histone: Small chromosomal proteins bound to DNA. A DNA-histone complex that is composed 
of two each of H2A, H2B, H3 and H4 proteins (core histone octamer) wrapped around by ~146 
base pair (bp) of DNA strand is called nucleosome. 
真核生物に広く保存されたタンパク質。それぞれ２つずつのヒストン H2A, H2B, H3, H4 タンパ

ク質が結合して８量体を構成し、およそ 146bp の DNA 鎖が巻き付いた DNA-ヒストン複合体を

特にヌクレオソームと呼ぶ。 
 
Meiotic (meiosis): A type of cell nucleus division, occurring during maturation of the germ cells. 
減数分裂。 
 
Mitotic (mitosis): The process of division of somatic cells in which each daughter cell receives the 
same amount of DNA as the parent cell. 
体細胞分裂。 
 
Phyllotaxy of inflorescence: arrangement of leaves and flowers on a plant stem.花部の発生、形

態。 
 
Polygenic trait: Traits that are influenced by more than one gene. 
一つの遺伝子座ではなく、複数の遺伝子座が関与していると考えられる表現型、形質。 
 
Quantitative phenotypes: Phenotypes that can be attributed to polygenic effects.量的形質。複数

の遺伝子座がその発現に少しずつ関与していると考えられる形質、表現型。 
 
Retrotransposon: Transposable elements that employ reverse transcription during the process of 
transposition. 
転移因子の一種で逆転写酵素によりコピーを増幅する。 
 
Transposable element: DNA segment that can change its position within the genome of a single 
cell.  
転移因子。トランスポゾン。ほぼすべての生物のゲノム中に存在し、宿主の転写装置などをもち

いて自己のコピーをゲノム中に増幅させる。ヒトゲノムのおよそ 50％はこのトランスポゾンで

構成されている。 
 
Transgenerational inheritance: Transmission of particular phenotypes for several generations. 
ある特定の表現型が世代を超えて子孫に伝達される現象。 


