
遺伝子関連キーワード
「遺伝子の世紀」　：1999年　学習研究社刊　から

アミノ酸　amino acid

タンパク質の材料となる物質。炭素、酸素、窒素、水素の4元素を材料とし、酸と塩基の両方の性質をもつ有機化合物。

タ生物のンパク質は基本的に20種類のアミノ酸から構成されている。

アポトーシス　apoptosis

遺伝子の命令によって細胞が自殺する現象。生物の形作り(形態形成)や細胞の新陳代謝で重要な役割を果たすほか

、自分の組織を攻撃する免疫細胞などの異常な細胞を除去する。アポトーシスを引き起こす遺伝子を自殺遺伝子とも

いう。形態形成の場合のように特定の時期に特定の場所で起こるアポトーシスは、とくにプログラム細胞死とも呼ばれ

る。

RNA(リボ核酸)　RNA:ribonucleic acid

細胞内でタンパク質を合成する高分子で、2種類ある核酸のひとつ。ウイルスの一部はこれを遺伝物質として利用して

いる。RNAは4種類の塩基（アデニン、グアニン、シトシン、ウラシル)と糖(リボース)、それにリン酸からなるヌクレオチド

の長い鎖で、2重鎖のDNAに対し、通常は1本鎖。DNAの遺伝情報を運ぶメッセンジャーRNA、リボソーム成分である

リボソームRNA、アミノ酸を運ぶトランスファーRNAに大別される。

RNAワールド　RNA world

生命の最も基本的な活動である自己複製やその他の触媒的反応が、複数のRNA分子を中心にして進行する仮想的な

世界またはその時代のこと。地球の生命発生の途上ではRNAワールドが重要な役割を果たしたという説が有力。フラ

ンシス・クリックがこの見方を提唱し、ウォルター・ギルバートが命名した。1980年代にリボザイムガ発見され、RNAが

自己複製能力だけでなく酵素的な機能をもつことが明らかになり、RNAワールドに裏づけが得られた。

アンチセンス薬　antisense drug

病気に関係するタンパク質の合成を妨げる薬の一種。目的のRNAに相補的な配列をもつ遺伝子の短い断片からなり、

DNAから遺伝暗号を受け取ったRNAに取り付き、それらがタンパク質の合成を始められないようにする。名称はセンス

(情報)とも呼ばれるRNA鎖に相補的な配列(アンチセンス)を持つという意味。同様の薬に、DNAの2重鎖にくっついて3

重鎖(トリプレックス)をつくり、タンパク合成を妨害するトリプレックス薬があり、トリプレックス薬も広くアンチセンス薬と

呼ばれることがある。アンチセンス薬は副作用が少なく用途も広いため、抗がん剤や抗ウィルス剤に応用するさまざま

な薬の研究が進んでいる。1998年にアメリカで最初のアンチセンス薬が認可された。

遺伝暗号　genetic code

RNAやDNAの上の4種類の塩基の並び方に置き換えられたタンパク質情報、また暗号の実態としての塩基配列。3文

字の塩基(コドン)によって1つのアミノ酸を示す。遺伝暗号は地球上のすべての生物に基本的に共通だが、酵母やミト

コンドリアのDNAなどでは例外も見られる。

遺伝子　gene

遺伝情報を担う単位。遺伝子の実態はDNA(一部のウイルスではRNA)で、通常は1個のタンパク質を作る情報を持つ

DNA上の一続きの領域を個々の遺伝子と呼ぶ。

遺伝子医学　genetic medicine

遺伝子や遺伝的知識を利用する医学分野。遺伝子治療や幹細胞技術、遺伝的知識に基づく薬品の開発、アンチセン

ス薬やおとり遺伝子など遺伝子の断片を薬として使うものなど、遺伝子の医療分野への応用は近年急速に広まって

いる。

遺伝子型　genotype

生物の体の何らかの特徴や性質に対応する遺伝的構成。もしくは生物個体の全遺伝的構成。遺伝子型が同じでも、

それをもとに作られる(表現型としての)生物の特性が同じとは限らない。

遺伝子銀行　gene bank

生物の種の種子、胞子、精子などの遺伝物質を収集・保管する機関。穀物・野菜などを中心にすでに総計200万点以

上が保管されている。DNAバンクともいう。

遺伝子組み換え　genetic recombination

生物やウイルスの任意の遺伝子を別の生物のゲノムに組み込む技術。目的の遺伝子の性質を調べたり、それを増や

したりするために利用される。組み換えDNA実験。

遺伝子組み換え食品　genetically modified food

別の生物の遺伝子をゲノムに組み込むことによって新しい有用な性質を持つようになった作物やそれを材料にして作ら

れた食品。英語を略してGM食品とも呼ばれる。すでに除草剤に強いもの、害虫を殺すもの、日持ちのよいものなどさま

ざまな品種が作られている。日本では2001年から一部の食品について遺伝子組み換え作物を使っているかどうかの

表示が義務付けられることになった。

遺伝子工学　genetic engineering

遺伝子組み換えや遺伝子のクローニングなどを利用する技術またその学問分野。狭義には遺伝子や遺伝子のセット

を生物の細胞や個体に運び込み、生物の遺伝物質の構成を変えること。

遺伝子情報データベース　DNA database



コンピューターに記録された生物の遺伝子の塩基配列の情報。種々のゲノム解読計画では国際的な統括機関のコン

ピューターに解析された結果が登録され、研究者がインターネットなどを通じて利用できる。アイスランドでは全国民の

遺伝的な情報、病気、系図などをデータベース化、またイギリスでは犯罪者のDNA鑑定の結果をデータベース化し、

犯罪捜査に役立てている。

遺伝子診断　genetic diagnosis

個人のDNAの塩基配列を調べることにより、特定の病気の原因となる遺伝子や異常のある遺伝子などを見つけ出すこ

と。胚の段階で遺伝子を調べる着床前診断もそのひとつ。今後、多数の遺伝子の種類を同時に見分けられるDNAチッ

プの開発やDNAの個人差の解析(スニップ)が進むと、遺伝子診断は著し効率化されると見られる。

遺伝子治療　gene therapy

患者の細胞に遺伝子を運び込むことによって病気を治療する方法。患者の傷ついた遺伝子や失われた遺伝子の代わ

りに正常な遺伝子を入れる方法や、病気を引き起こす遺伝子の働きを止める遺伝子を入れる方法などがある。患者の

細胞に遺伝子を入れるベクター(遺伝子の運び屋)が治療の成否のひとつの鍵。1990年にアメリカで最初の本格的な

遺伝子治療が行われ、1998年時点でその症例はすでに300例を超えた(ただし治療目的でないものも含む)。日本では

1995年に重症の免疫不全症の子供に対して行われた治療が最初。

遺伝子導入動物　transgenic animal

特定の遺伝子の性質を調べるため、目的の遺伝子を胚や受精卵に注入して生み出した新しい性質をも乙動物。トラン

スジェニックアニマル

遺伝子プール　gene pool

ある生物集団を構成する全個体の遺伝子。遺伝子給源。遺伝子プールの多様性が低くなると、環境への適応性が低く

なると考えられている。

遺伝的強化　genetic enhancement

遺伝子操作によって生物の性質を強化すること。ガンに強い遺伝子や知能や記憶が高くなる遺伝子を胚に導入する。

1999年9月プリンストン大学の研究者はマウスに遺伝子操作を施し、高い学習能力と記憶力を持つ「スーパーマウス」

を作り出したと発表した。

イネゲノム解読計画　RGP:Rice Genome project

日本の農水省が1991年から開始したイネのゲノム解読計画。主要作物の中ではもっともゲノムが小さいもののひとつ

で(4億塩基対)、日本にはイネの遺伝的データが蓄積されていることからこの植物が選ばれた。1997年にイネのゲノム

が他の主要作物とよく似ていることが分かったため、アメリカ、フランス、韓国、中国などが参加し、現在では国際計画

となっている。1999年、クレイグ・ヴェンターが6週間でイネゲノムを解読すると発表し、国際計画は打撃を受けた。

ウイルス　virus

ヴィールスともいう。DNAまたはRNAを遺伝物質として持つが、自分自身では増殖できず、感染した宿主細胞のタンパ

ク質製造システムを利用して増える。生物と物質の中間的存在。ウィルス(とくにRNAウィルス)はきわめて頻繁に突然

変異を起こすため、ウィルス感染によって発祥する病気に対しては効果的な予防法や治療法がなかなか見つからな

いが、最近、遺伝子工学を利用する新しい治療法やワクチンが開発されている。

エイジング　aging

生物が年齢とともに変化していく現象。老化現象に対して使われることが多い。その原因として染色体の末端部のテロ

メアが短くなる、代謝のときに発生する活性酸素がDNAやタンパク質に損傷を与えるなどの説がある。最近、カリフォル

ニア大学のシンシア・ケニオン教授は、動物の老化過程が1組の遺伝子(ダフ1およびダフ16遺伝子)によって支配され

ている証拠を見い出した。

塩基　base

一般には電子をほかに与える性質を持つ分子をいうが、遺伝科学では限定的に、RNAやDNAの材料となる塩基を指

す。DNAで利用される塩基にはアデニン(A)、グアニン(G)、シトシン(C)、チミン(T)の4種類、またRNAで使われる塩基は

チミンのかわりにウラシル(U)を含む4種類。RNAやDNAでは塩基の配列が遺伝情報を担う。

核　nucleus

細菌以外の全生物の細胞内にある遺伝物質(染色体)の貯蔵所で、核膜と呼ばれる二重の膜に包まれている。核を持

つ細胞を真核細胞という。真核細胞が分裂するときには膜が消失し、染色体の再編成が起こる。

核酸　nucleic acid

ヌクレオチドの長い鎖(重合)からなる高分子で、DNAとRNAの2つのタイプが知られている。細胞核に多く存在する酸性

物質であることからこの名がついた。

幹細胞　stem cell

細胞生産のもととなる細胞。定義は、自分自身を複製でき、かつ特定の役割を果たす細胞に分化できること。たとえば、

赤血球、血小板などはすべておもに骨髄にある造血幹細胞から作られると考えられている。最近、胚から取り出した幹

細胞(胚性幹細胞、ES細胞)を培養し、患者の体の損傷・変性した部位に注入してその部分の組織を再生させる技術

(幹細胞技術)が始まった。将来的には幹細胞から臓器が作り出される可能性もある。

キメラ動物　chimaera

２種類以上の異なる遺伝的性質をもつ細胞からなる動物。一般に2個の胚を混ぜ合わせることによって作り出す。たと



えば黒色系のマウスの胚と白色系のマウスの胚を混ぜ合わせたキメラマウスでは、体毛が黒と白のまだらになる。

逆転写酵素　reverse transcriptase

RNAの情報に基づいてDNAを作り出す酵素で、各種のRNAウィルスが持っている。1970年にH・テミンとD・ボルティモ

アが独立に発見した。これによって遺伝情報はDNAからRNA、そしてタンパク質へと流れるという分子生物学のセント

ラル・ドグマに例外があることが明らかになった。

クローン　clone

①遺伝的に同一な細胞や個体、またその集団のこと。ヒトの体は多数のクローン細胞の集合体である。無性生殖で生

まれる子は親のクローン。生殖細胞以外のおとなの分化した細胞(体細胞)の遺伝物質をつかって作られたクローンを

体細胞クローンという。1997年哺乳類で最初のクローンであるヒツジのドリーの誕生が報道され、人間のクローン作りが

許されるかどうかの問題が浮上した。一方では牛などの受精卵に人間の遺伝物質を入れて胚のクローンを作り、その

胚を医療目的に利用する研究も進んでいる。

②酵母や細菌に入れ、増殖させた遺伝子のこと。ゲノムの解読、遺伝子組み換え実験、遺伝子治療などに利用される。

形質　character,trait

生物の体の特徴や性質。それらを生物の遺伝情報の現れrとみなす場合にしばしば用いられる用語。

ゲノム　genome

生物の遺伝情報の総体。染色体1組分に含まれる全遺伝情報。人間のゲノムは22本の常染色体とXとYという2本の性

染色体からなり、そこに含まれる塩基の数は30億対と見積もられている。1995年にはじめて生物の全ゲノムが解読さ

れて以来、98年までに20種類以上の生物のゲノムが解読された。いま人間の全ゲノムを解読するヒトゲノム解読計画

が国際協力で進められている。

原核生物　prokaryote

膜で囲まれた核を持たない細胞(原核細胞)からなる生物で、細胞内構造も発達していない。すべての細菌は原核生物。

減数分裂　meiosis

卵子や精子などが作られる細胞分裂の過程。親細胞(通常は2倍体)が2回の有系分裂を経て染色体数が半分の4個の

娘細胞(卵子や精子)を生み出す。卵子と精子は受精でもとの染色体数を回復する。

酵素　enzyme

生体内で起こる化学反応を触媒する物質。各酵素はそれぞれ特定の物質にしか反応しない。酵素は通常タンパク質

だが、最近DNAやRNAも酵素的な役割を果たすことがわかってきた。

個人医学　personalized medicine

個人の遺伝的な性質に合わせた医療およびその研究。遺伝子診断によって病気の原因となる遺伝子を突き止めて適

切な予防医療を行ったり、個々の患者に対して副作用がより少なく効果が高い薬品(オーダーメード薬品)を選んだりす

る。現在すすめられているヒトゲノム解読計画および遺伝子の個人差を調べるスニップ計画によって個人医学の基礎

が作られると考えられている。

個体群　population

ひとつの生物種の個体の集団。単に集団ともいう。一般には特定地域に住み、個体間の交配や生存競争などを通じて

種内の個体構成が変化しつつ、種が集団として進化する場合に用いられる。

個体発生　development

生物の個体が受精卵や胞子などから始まり、いくつかの段階を経て成体に達するまでの過程。単に発生ともいう。広

義にはそれ以降の老化も含む。

コドン　codon

DNAやRNAは、タンパク質の材料となる1個のアミノ酸を3個の塩基の配列で規定する。この3個続きの塩基をコドンと

呼ぶ。64通りのコドンがあり、そのうち61通りがアミノ酸を決定するコドン。残りの3つは「終止コドン」と呼ばれ、タンパク

合成の切れ目を信号する。

細菌　bacteria

核を持たない単細胞生物(原核生物)。高温・高酸性環境で生きられる好熱・好酸菌など極限的な環境下でも生き抜く

性質を持つものが多い。従来、地球上の生命は細菌から始まったと考えられていたが、最近、真核細胞に似た細胞か

ら始まったのではないかという説が現れた。

Cエレガンス　Caenorhabditis(C.) elegans

線虫の一種。1000個以下の細胞からなる。寿命が2週間ほどで世代交代が頻繁であるため、生物実験でしばしば利用

される。1998年に全ゲノムが解読された。老化遺伝子が発見されたのもCエレガンスの研究による。

シークエンス　sequense

DNAの塩基配列。シークエンスを自動的に読み取る装置をシークエンス・マシーンという。シーケンス。

自然選択　natural selection

ダーウィンが提出した進化の要因。生物は多産を原則とし、集団内には競争が生じる。また集団内の個体間には差異

がある。このため環境により適応した個体が生存し(適者生存)、その特性を子孫に伝える。これを自然選択(自然淘汰)

と呼ぶ。こうして生物集団は環境により適応した方向へと変化していき、長い間には最初の生物とは異なる新種を形成

するという。



社会生物学　social biology

動物の社会や社会的行動を遺伝的な適応の側面から研究する学問。1975年、エドワード・O・ウィルソンが発表した「社

会生物学」がその先駆けとなった。彼は社会生物学を人間にも適用している。

社会ダーウィニズム　social Darwinism

サーウィニズム(ダーウィン進化論)を人間社会にもあてはめよう炉する考え方。生存競争とそれによる選択・淘汰によ

って人間社会も進化するという。この思想を具体化したものが優生学。

ジャンクDNA　junk DNA

DNA中のタンパク質の情報を含んでいない部分で、DNAの大半を占める。ジャンクDNAもわずかながら重要な情報を

持つと考えられており、ヒトゲノム計画ではその塩基配列をも調べる。ジャンクはくずを意味する。

常染色体　autosome

性を決める染色体以外の染色体。

真核生物　eukaryote

核膜で囲まれた核を持つ細胞(真核細胞)からなる生物。細胞の中に膜で囲まれた多数の細胞内小器官をもつ。細菌

(原核生物)以外のすべての生物。

スニップ計画　SNP:single   Nucleotide Polymorphism

人間のゲノムの個人差を調べる計画。スニップは単ヌクレオチド多型の英語の略。人間の血液型のように一つの遺伝

子に複数の情報がある場合を多型と呼ぶが、スニップ計画は遺伝子のうち遺伝暗号が1文字(1塩基=ヌクレオチド)だけ

異なる多型遺伝子を中心に調べる。この計画は今後の個人医療への道を開くと考えられている。

スーパータンパク質　super protein

さまざまな能力を持つように設計され、人工的に作られたタンパク質。

刷り込み遺伝子　imprinted gene

父親と母親のどちらの遺伝子が子どもの体内で発現するのかがあらかじめ決まっている遺伝子。1984年に初めて発

見され、これまでに30あまりが見つかっている。父親由来の刷り込み遺伝子としては胎児期に母親に栄養を要求する

遺伝子、母性本能に関係する遺伝子などが、また母親由来の刷り込み遺伝子としては大脳皮質を発達させる遺伝子

などがある。

精子銀行　sperm bank

男性の精子を凍結保存し、子どもを望む女性や夫婦に売買する組織。1979年にアメリカで初めて精子銀行が設立され

た。当初この銀行は精子提供者をノーベル賞を受賞した男性、受け入れ側をIQ140以上の女性に制限していた(後に資

格はゆるめられた)今ではオリンピック選手や科学者の精子を専門に扱う銀行、有名大学の学生の精子を扱う銀行な

ど特徴のある精子銀行が設立されている。なた最近、女性の卵子を若いうちに採取して凍結保存する卵子銀行も登場

した。

性染色体　sex chromosome

性の決定や生殖細胞の形成に関係する染色体。人間ではX染色体を2本持つのが女性、X染色体とY染色体を1本ず

つもつのが男性。

染色体　chromosome

真核細胞の核内にある糸状の構造体で、ヒストン(タンパク質)のまわりにDNAがコイル状に巻きついている。通常は細

胞内に拡散しているが、核分裂の際に凝集して識別しやすくなる。人間は2本の性染色体と44本の常染色体をもつ。

相補DNA　complementary DNA

cDNA。特定の情報を持つDNAを人工的に作り出したもの。人間などのDNA鎖で意味を持つ部分は少ないが、RNAは

その意味のある部分のDNAを書き写してタンパク質の合成を行う。そこでRNAを取り出し、それと相補的な塩基配列を

もつDNAを作り出せば、それはタンパク質の情報を持つDNA断片(相補DNA)となる。

相補性　complementarity

DNAやRNAの塩基はそれぞれ決まった塩基と対を作る。DNAの場合はアデニン(A)とチミン(T)、またグアニン(G)とシト

シン(C)が組になる。他方RNAの場合はチミンの代わりにウラシル(U)がアデニンと組になる。DNAやRNAは相補性を

利用して自己複製やタンパク質合成のための転写、塩基配列の修復などを行っている。

体細胞　somatic cell

生殖細胞以外のすべての細胞。成熟した個体の分化した細胞についてこう呼ぶこともある。

対立遺伝子　allele

染色体の特定の位置を占め得る遺伝子が複数存在する場合、個々の遺伝子を対立遺伝子と呼ぶ。遺伝子の変異型。

ひとつの対立遺伝子は別の対立遺伝子と異なる形質を発現する。

ダーウィニズム　Darwinism

ダーウィンが唱えた進化理論。生物は自然選択によって進化するという概念。

タンパク質　protein

生物の体を構成する主要な分子で、アミノ酸の長い鎖からなる。ほとんどの酵素はタンパク質。

単一遺伝子病　monogenic disorder

１個の遺伝子の異常もしくは欠損によって発病する遺伝病。血友病、家族性高コレステロール血症、重症の免疫不全



症(ADA欠損症)など。人口の1%ほどが何らかの単一遺伝子病を持つと推測されている。単一遺伝子病は遺伝子治療

の対象になりやすい。

着床前診断　preimplantation test

体外受精で作られた胚を母体の胎盤に移植する(着床)前に、肺の細胞の1個を取り出して重大な遺伝病がないか調べ

ること。受精卵診断。1999年鹿児島大学で筋ジストロフィーの因子を持つ夫婦に対する着床前診断が認められた、こ

の病気は男しか発病しないので、胚の性別が調べられ、女になる胚だけが母体に戻される。

DNA(デオキシリボ核酸)　DNA:deoxyribonucleic acid

地球上のすべての生物(ウィルスを除く)の遺伝物質。2種類ある核酸のひとつ。糖(デオキシリボース)とリン酸からなる

長い鎖の上に4種類の塩基(アデニン、グアニン、シトシン、チミン)が並んでいる。DNAは相補的な2本の鎖が対をなし

て二重らせん構造を作る。

DNA医薬　DNA medicine

DNA断片を利用した薬剤。DNA断片が特定の配列をもつDNAやRNAに結びつくことを利用してDNAやRNAの働きを妨

害する薬(アンチセンス薬やトリプレックス)、本物のDNAの代わりにおとりになって特定の物質を引きつけるおとり遺伝

子、RNAを壊すDNA酵素など。

DNA鑑定　DNA fingerprint

DNAの特定の部分を調べることによって個人を見分ける手法。犯罪捜査や親子鑑定などで利用されている。一般にジ

ャンクDNA中の特定の塩基配列がくり返される回数の違いを調べる。このくり返し部分の解析結果のパターンは、一卵

性双生児などを除けば個人に固有なものと考えられるため、DNA指紋とも呼ばれる。最近では化石人骨のDNA鑑定で

現生人類との類縁関係を調べるなど考古学的な調査にも役立っている。

DNAチップ　DNA chip

DNAの塩基配列を高速で読み取る装置で、ガラスやシリコンの基板上にさまざまな遺伝子の相補的な配列を持つDNA

を張り付けたもの。たとえば患者の遺伝子をチップ上に流し、その遺伝子がチップの上のどのDNAと結びついたかを調

べれば、患者がどんな遺伝子を持っているか判定できる。

DNA複製　DNA replication

DNAが自分のコピーを作る過程。二重鎖の水素結合が切れて鎖が離れていき、DNAポリメラーゼという酵素がヌクレ

オチド同士を結合させ、それぞれの相補鎖を作る。複製速度は哺乳類で毎秒50ヌクレオチド、細菌で毎秒500ヌクレオ

チド程度。元の二重鎖は保存されるため、半保存的複製という。

DNAワクチン　DNA vaccine

ウィルスの遺伝物質を遺伝子操作によって組み替えて作ったDNAのワクチン。一般にワクチンは微小な弾丸にまぶさ

れ、遺伝子銃で患者の体内に撃ち込まれる。DNAは患者の体内で発現し、ウィルスに対する免疫反応を引き起こす。

転写　transcription

DNAのもつタンパク質の情報がRNA(メッセンジャーRNA)に書き写される作業。具体的には鋳型のDNAに相補的な塩

基配列を持つRNAが作られる。

トランスポゾン　transposon

ジャンプ遺伝子。染色体の別の位置に移動するDNA断片。

2倍体　diploid

遺伝情報を担う染色体を細胞中に2組分もつ細胞または生物個体。人間など多くの生物が2倍体。

ヌクレオチド　nucleotido

DNA類やRNA類を構成する単位ブロックで、塩基、糖、それにリン酸結合した分子。DNA(またはRNA)を構成する糖と

リン酸の部分はどのヌクレオチドでも共通であり、塩基のみが4種類ある。そのためDNAの塩基配列をヌクレオチド配列

と言い換えても本質的意味は変わらない。

胚　embryo

多細胞生物の個体発生の初期段階。卵割を始めて以降の受精卵。厳密な定義はないが、細胞が盛んに増殖したり、

それらが移動しかつ各種の細胞に分化する時期の個体の原型に対して用いられることが多い。

バイオテクノロジー　biotechnology

生物工学、バイオテック、バイテク。生物のもつ機能を利用する技術分野。遺伝子工学、細胞融合、組織培養など。

PCR法　PCR：Polymerase Chain Reaction

DNAの断片を大量に増幅する手法で、1983年にアメリカのケーリー・マリスが考案した。ポリメラーゼ連鎖反応法。DN

Aを複製する酵素ポリメラーゼはプライマーと呼ばれるDNA断片が複製を開始する部分についていないとDNAの複製

を始められない。そこで、逆に複製したい部分にプライマーの目印をつけておけば、その部分だけ写し取ることができる

。複製されたDNA断片は新しい鋳型になるので、DNA断片は2倍、2倍と増えていく。プライマーとしては目的部分の

DNAの末端部と相補的な配列を持つDNA断片が選ばれる。PCR法は微量の試料でも短時間に1000億倍にも増幅でき

るため、遺伝子工学やDNA鑑定などで重要な役割を果たしている。

ヒトゲノム解読計画　HGP：Human Genome Project

人間の全遺伝情報を解読する計画。一般にはヒトのゲノムを構成する22本の常染色体と2本の性染色体XとY合計24本

の染色体の全塩基配列の解読をいうが、その後の全遺伝子の機能を突き止める計画まで含める場合もある。1987年



にはじめてアメリカ議会で計画に対する予算が承認され、90年から国立衛生研究所（NIH)とエネルギー省を中心とする

公式計画となる。日本では1991年から東京大学医科学研究所のヒトゲノム解析センターを中心に解読が進められてい

る。1988年ころから国際協力で計画が進められるようになり、ヒトゲノム・オーガニゼーション(HUGO)と呼ばれる国際組

織が国や組織のゲノム解読の分担・調整を図っている。1998年、クレイグ・ヴェンターが独自に2001年までにヒトゲノム

を完全に解読すると宣言したため、国際計画は完了予定を2003年に繰り上げた。

表現型　phenotype

ある環境下で遺伝情報に基づいて形作られる生物の形態や性質、遺伝子型に対応する言葉。

プラスミド　plasmid

細菌の細胞中に染色体とは別に存在する小さなDNAで、染色体とは独立に自己複製する。多くは環状で、特定の機能

(抗生物質に対する耐性など)に関する遺伝情報を持ち、細菌から細菌へと受け渡される。しばしば遺伝子組み換え技

術に利用される。

分子系統学　molecular phylogeny

生化学的な手法をもとに生物の系統関係を求める学問。タンパク質のアミノ酸配列や遺伝子の塩基配列の違いを利用

することが多い。ミトコンドリアのDNAの塩基配列の差をもとにヒトの系統関係を求めた例や、チトクロムCというタンパ

ク質を利用して細菌からヒトまでの系統樹を作った例がよく知られている。

分子時計　molecular clock

DNA分子やタンパク質分子に突然変異の蓄積する速度が一定だという前提に基づき、分子の変化速度を時計に見立

てたもの。ある種と別の種とが分岐した年代の目安とする。進化時計ともいう。ただし分子の変異速度は生物の系統に

よって異なる場合も少なくないと見られ、適用には注意が必要。

ベクター　vector

①遺伝子の運び屋。遺伝子治療の際に患者の細胞に目的の遺伝子を運び込むための媒体。一般に毒性を取り除い

たウィルスが使われる。最近ではエイズウィルス(HIV)のベクターの開発も進んでいる。

②遺伝子工学で遺伝子を増幅するために使われる「乗り物」。具体的にはプラスミドやウィルスDNAで、これらの中に

目的の遺伝子を組み込み、大腸菌や酵母に入れて増殖させる。

ポストゲノム生物学　post-genomic bilogy

ヒトゲノム計画の完了後に本格的に始まるとみられているゲノムの解読結果を利用する生物学研究。遺伝子の働きの

解析や他の生物との遺伝情報の比較、医療分野への応用など、ヒトゲノムの個人差を調べるスニップ計画もそのひと

つ。

翻訳　translation

細胞中でタンパク質が合成される際、メッセンジャーRNA(mRNA)の遺伝暗号に従ってトランスファーRNAがアミノ酸を

選び、リボソームでアミノ酸の長い鎖を形成していく過程。遺伝暗号はトランスファーRNA(tRNA)が読み取る。

ミトコンドリア　mitochondria

ほとんどすべての真核細胞中に存在する細胞内小器官のひとつで、酸素呼吸とエネルギー生産を行う。核DNAとは

別に独自の短い環状DNAをもつ。

ミトコンドリア・イヴ　mitochondrial Eve

一般にアフリカのイヴと呼ばれる。ミトコンドリアDNAの研究から仮想される現生人類の祖先の女性。アフリカに住んで

いたと推測される。

野生型　wild type

野生の生物集団においてもっとも一般的に見られる遺伝的特性またはその特性を持つ個体。飼育・栽培実験の場合は

基本型と考えられる特性や個体を野生型もしくは正常型と呼び、突然変異と対比させる。

優生学　eugenics

遺伝的法則を適用することによって人間集団の遺伝的素質を改良しようとする研究。1883年イギリスのフランシス・ゴ

ールトンが提唱した。現在の医療で重い遺伝病をもつ子どもを生まないために行われる着床前診断や胎児診断も優生

学だという指摘がある

有性生殖　sexual reproduction

雌雄2つの個体の遺伝子を混ぜ合わせることにより、両親のいずれとも異なる遺伝子をもつ次世代の個体を生み出す

仕組み。クローンは無性生殖と同じ。

利己的遺伝子　selfish gene

生物の選択の対象は遺伝子だとする見方。1976年、イギリスのリチャード・ドーキンズが生物の形質は遺伝子に支配

されており、自分の複製を増やしやすい性質を持つものが選択されるとし、このような遺伝子の性質を利己的と呼んだ。

利他性　altruism

生物が一見したところ、自らの生存や繁殖を犠牲にして同種の別の個体の利益になる行動をとること。

リボザイム　ribozyme

酵素としての能力を持つRNA。RNA(Ribonucleic acid)と酵素(Enzyme)からの造語。1980年代、アメリカのトーマス・チ

ェックがはじめてRNAの前駆体ガ自分自身の一部を切断して別の部分とつなぎ合わせる能力を持つことを見いだした。

1990年代には酵素的能力をもつDNAも発見されている。最近ではウィルスの遺伝物質や病気の遺伝子から作られる



特定のRNAを見分けてそれらを切断するリボザイムが設計されている。

リボソーム　ribosome

すべての細胞内に存在するタンパク合成の場。細胞内小器官のひとつで、タンパク質とリボソームRNAからなる小さな

球状の粒子。

老化遺伝子

老化を司る遺伝子。最近、カリフォルニア大学のシンシア・ケニオン教授は老化の仕組み全体を支配すると見られる遺

伝子(daf2 とdaf16 )を発見した。このほかにも個体の寿命を変えるエイジ1(age1 )、成体の代謝速度を下げる遺伝子

(clk1)、細胞から遊離基を除去するカタラーゼという酵素の遺伝子(ctl1 )などが発見されている。


