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有望なメタボ治療薬
Treating metabolic syndrome

脂質シャペロン（脂肪酸結合タンパク質と
しても知られる）は、代謝応答と炎症応答
の結びつきに重要であり、特に脂肪酸結合
タンパク質aP2の機能を遺伝的に欠損させ
たマウスは、メタボリックシンドロームのさ
まざまな病態から守られることが知られて
いる。今回、新たな研究によって、脂肪酸
結合タンパク質が治療薬の標的となる可能
性が出てきた。aP2の強力な阻害剤である
BMS309403 を一連のマウスモデルに経口
投与したところ、糖尿病と動脈硬化症の両
方が予防された。ヒトでのaP2の機能はマ
ウスの場合と類似しているため、この結果
は、aP2の化学的阻害が糖尿病や心血管疾
患に対して有効である可能性を示している。
21 June 2007 Vol.447 / Issue 7147

Article p.959 参照

有胎盤類は北半球出身
Our friends in the north

有胎盤哺乳類がその長い進化の道のりを歩
み始めたのは、恐竜の絶滅した6500万年
前のことなのか、それとも、もっと古い年
代までさかのぼるのかについては、長らく
議論が続いてきた。今回、モンゴルで新た
に見つかった7500万年前の哺乳類化石の
特徴と、白亜紀の哺乳類全般の形態に関す
る包括的解析とを考え合わせた研究によっ
て、有胎盤哺乳類は恐竜が絶滅したころに
登場して「爆発的」に進化したことが示唆
された。これまでは、有胎盤類の起源には
北半球の（ローラシア）大陸と南半球の（ゴ
ンドワナ）大陸の両方が関係していると見
なされていたが、今回の研究結果で、およ
そ6500万年前のローラシア大陸に起源があ
ることがわかった。
21 June 2007 Vol.447 / Issue 7147

Letter p.1003, N&V p.918 参照

窒素は回る
Nitrogen does the rounds

アマゾン原生林は農作のために約16パーセ
ントが皆伐されたが、その多くはもはや利
用されておらず、森林の再生長が始まって
いる。熱帯の土地利用が変化した結果、か
つて農地であった広大な土地が森林化して
いるため、このような「二次林」はますま
す重要さを増しつつある。今回、森林への
回帰が始まってから3年から70年が経過し
たアマゾン森林の調査研究が発表され、窒
素およびリンの循環過程は、土地利用変化
の間に起こった多量の窒素消失に一致する

ものであることが明らかとなった。窒素が
利用可能なのはわずかな期間であり、自然
あるいは人為的撹乱によりすぐに利用でき
なくなる。二次林への自然遷移の間に栄養
循環過程がどのように変化するのかを解明
することは、アマゾンの生態系のよりよい
管理の一助となるだろう。一方、窒素循環
の別の側面である外洋での硝化に関して、
現存する事実上すべてのデータが地球生態
系モデルとの関連において分析され、一般
的に受け入れられていた仮定が正しくない
ことが実証された。海洋に取り込まれる硝
酸塩のほとんどは海面表層近くで硝化を通
じて生成され、地球規模では、そのような
硝化が増殖中の植物プランクトンにより消費
される硝酸塩の約半分に当たる。これはつ
まり、海洋からの炭素搬出を定量化しよう
とする多くの試みが、かなりの過大評価を
行っている可能性があるということだ。
21 June 2007 Vol.447 / Issue 7147

Letters pp.995, 999 参照

よりよいバイオ燃料を目指して
Towards better biofuels

ガソリンの価格の上昇に伴って、バイオ燃料
は最近大きなニュースとなっている。運送に
使われる液体バイオ燃料として最もよく知ら
れているのは、バイオマス由来エタノールだろ
うが、エタノールは揮発性が高く、水を吸収
し、エネルギー密度が低いため、こうした用
途には限界がある。今回、ウィスコンシン大
学マディソン校の研究チームが、フルクトース
を変換して、よりすぐれた液体バイオ燃料と
考えられる2,5ジメチルフラン（DMF）にす
る2段階触媒プロセスを開発した。DMFは、
エタノールよりエネルギー密度が40パーセン
ト高いという長所をもち、エタノールより沸
点が高く、水に溶解しない。フルクトースは、
バイオマスからから直接、あるいはグルコース
から作られる。DMF生産が商業的に可能にな
るまでには、まだいくぶんの努力が必要だが、
この新しい触媒的合成法は有望と思われる。
21 June 2007 Vol.447 / Issue 7147

Letter p.982, N&V p.914 参照

グリーンになるF1?：省エネを競うフォー
ミュラワン
HOW GREEN IS THIS?: Formula 1 in race 
for fuel economy

表 紙 は、モントリオール で の カナダ GP で、
フェラーリのキミ・ライコネンに差をつけ、
初優勝目前のマクラーレンの驚異の新人ドラ
イバー、ルイス・ハミルトンである。この勝
利は彼のその後の北米での連続勝利の皮切

りとなった。こういうカーレースは「環境に
やさしい」とはとてもいえない。サーキット
をぐるぐる回るために、世界中に機械や人員
を送り込んでいるのだから。だが、自動車に
ディスクブレーキをもたらした「性能の向上」
という伝統を受け継ぎ、F1（フォーミュラワ
ン）レースを技術革新に貢献するものに作り
直そうという野心的
な計画が立てられて
いる。2009 年から、
環境への負荷を軽減
する新しい規制が実
施され、そのままな
らむだになる減速時
のエネルギーを活用す
るための機械式エネ
ルギー回生装置（KERS）が導入される。熾
烈な競争と有能な技術陣、巨額な研究予算と
が合わさってこの技術の進歩が推進されれ
ば、最終的には一般の車にもKERSが使われ
るようになるだろう。
21 June 2007 Vol.447 / Issue 7147

News Feature p.900 参照

地球のコアに取り込まれたケイ素
Silicon to the core

地球や月の鉄同位体存在比は、火星や小惑
星ベスタ、始原隕石に比べるとわずかに「重
く」なっているが、この理由はよくわかって
いない。考えられる説明の1つは、初期の地
球と火星規模の天体が衝突して月を形成し
た「巨大衝突」の際に、同位体平衡が大規模
に起こったというものである。しかし、ほか
の元素の大部分にこうした影響がみられない
ことを考えると、その可能性は低くなる。今
回、隕石と地上の岩石のサンプル44個の分
析結果から、地球や月の玄武岩質の石ではケ
イ素の同位体組成も明らかに重いことが示さ
れた。この結果は同位体平衡モデルと一致し、
月形成以前にケイ素が既に軽元素として地球
のコアに分離していたことを示している。
28 June 2007 Vol.447 / Issue 7148

Letter p.1102, N&V p.1060 参照

乳がん遺伝子が新たに4つ
Novel breast cancer genes

今週号に掲載されている全ゲノム関連解析
の研究が発表されるまで、BRCA1 や BRCA2
などの既知の乳がん感受性遺伝子では、乳
がんの家族性リスクの25パーセント未満し
か説明がつかなかった。今回の研究では、2
万1860名の患者と2万2578名の対照例が
調べられ、乳がんへの遺伝的なかかりやす
さと正の相関を示す4つの遺伝子（FGFR2、
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TNRC9、MAP3K1およびLSP1）が同定された。
これまでに同定された乳がん感受性遺伝子の
大部分はDNA修復にかかわるものだったが、
今回新たに見いだされた結びつきは細胞の増
殖やシグナル伝達に関係するもののようだ。
これらの遺伝子のうち、FGFR2だけは乳がん
との重大な関連が既にはっきりしていた。こ
れらの遺伝子の発見は、乳がんの原因研究に
新たな道を開くとともに、女性のがんリスク
を分類する新しい戦略の一部となって、より
よいがん予防につながるかもしれない。
28 June 2007 Vol.447 / Issue 7148

Article p.1087 参照

パーキンソン病との取り組み
Tackling Parkinson's

パーキンソン病の病変の兆候は脳のいくつか
の領域でみられるが、この病気の特徴であ
る運動症状を引き起こすのは、黒質緻密部
にあるドーパミン（DA）ニューロンの死で
ある。なぜこれらのニューロンが傷害を受
けやすいかは明らかではないが、細胞内カ
ルシウムの上昇が主要な因子だろうと考え
られてきた。今回Chanたちは、DAニュー
ロンがCa2+ チャネルに依存して律動的な活
動を維持しており、この依存性が年齢とと
もに強くなることを示した。ところが、高
血圧や脳卒中の治療に使われるカルシウム
拮抗薬のイスラジピンを投与すると、成人
のニューロンを若年のニューロンと同様に、
Na+/HCNチャネルに依存するように逆戻り
させることができる。パーキンソン病のマウ
スモデルでは、この「若返り」がDAニュー
ロンを保護することから、これによって病
気の進行を遅らせたり停止させたりする可
能性が示唆される。現在使われている抗パー
キンソン病薬は対症的な治療効果しかない
ので、この新たな方法の臨床試験への移行
には極めて強い関心が集まりそうだ。
28 June 2007 Vol.447 / Issue 7148

Article p.1081, N&V p.1059

サルも「確率的推論」を行う
Monkeys back their hunches

人は、よい結果が得られる見込みをすばや
く評価して、それに基づき日々たくさんの
判断を下している。心理学では、これは「確
率的推論」とよばれ、大脳基底核中の記憶
回路に依存する作業だと考えられている。
今回、アカゲザルを用いた実験で、サルも
確率的推論を行う能力をもっていることが
わかった。先に見せた4つの形の並び順が、
その後で見る2つの色のうちのどちらが報
酬につながるかの確率を決めるという課題

について、2匹のサルを訓練し、2つの色の
うち一方を選ばせた。サルは、形のさまざ
まな組み合わせを見て集めた情報を使って、
2色の表示のどちらが報酬につながるかを推
論することを学習した。頭頂皮質の活動記
録から、この脳領域のニューロンが、こう
した決定を下す基盤となる確率量の足し算・
引き算に関与していることもわかった。
28 June 2007 Vol.447 / Issue 7148

Article p.1075, N&V p.1061 参照

ナノワイヤー光源の開発：ナノフォトニクス
用の生物にやさしい波長可変光源
DOWN TO THE NANOWIRE: A tunable light 
source for bio-friendly nanophotonics

光の特性をナノメートルスケールで操作する
ナノフォトニクスは、遠隔通信、コンピュー
ターやセンシングの分野を革新する可能性が
ある。新しく開発された波長可変なナノワイ
ヤー光源は、ナノフォトニクスの発展に寄与
しそうだ。この光源は生理的条件下で機能
し、試料に最小限の損傷しか与えないため、
バイオイメージング へ
の応用が特に期待で
きる。非線形光学的
性質をもち、そのた
め光の波長を変換で
きる無機材料である
ニオブ 酸 カリウム を
使ったこの光源を光
ピンセットによって安
定に保持し、試料を走査した。得られた画像
は、光の波長以下の分解能での試料構造を明
らかにしている。この手法は、バイオイメー
ジングだけでなく、高度情報技術、暗号法や
シグナル処理回路にも使える。
28 June 2007 Vol.447 / Issue 7148

Letter p.1098 参照

カッシーニ探査機が見た土星の衛星ヒペリオン
Cassini's view of Hyperion

土星の衛星ヒぺリオンはいびつな形をして
いて、カオス的な軌道運動をしている。外
観も変わっていて、2005年9月カッシーニ
探査機接近通過の際に、スポンジのような
独特の表面をしていることがわかった。今
週号の2編の論文には、カッシーニによる観
測の初めての解析結果が報告されている。1
つ目の論文では、画像と電波計測データか
ら、スポンジ状の外観は、多孔質の天体の
表面にできた衝突クレーターによるもので
あることが示唆されている。2つ目の論文で
は、近赤外領域と紫外領域の分光学研究に
より、天体表面の相当部分を覆う反射率の

高い領域だけでなく、大部分がクレーターの
底面にあるより暗い領域の表面組成の詳細
も明らかにされている。これらのスペクト
ルは、有機物固体の混じった水氷の存在と
一致している。低アルベドの（暗い）物質は、
ほかの土星の衛星イアペトゥスやフェーベ
で見つかっている、水氷や複雑な有機化合
物、二酸化炭素、ニトリルが混ざったものと、
分光学的に似ている。この混合物は、彗星
にみられるものと類似しており、おそらく
カイパーベルト天体のものも同様だろう。
5 July 2007 Vol.448 / Issue 7149

Letters pp.50, 54, N&V p.37 参照

まねするだけでOK
Just a mimic

生物種が捕食者から逃れるために他者に似
るように進化するという防御的擬態は、動物
界で極めて広くみられる。擬態の主な種類
としては、「ベーツ擬態」と「ミュラー擬態」
の2つが知られている。ベーツ擬態は、モデ
ルとなる種がもつものと類似した信号（視覚
的な合図など）を発達させるが、捕食者を
忌避させる特性を備えるには至らない。ミュ
ラー擬態は、モデル種と似ているうえに、危
険あるいはまずいといった捕食者回避のた
めの特性もモデル種と同じく備えている。こ
れらの異なる種類の擬態は1世紀前から知ら
れていたが、防御能に差のある被食者間に
おける擬態の動態は解明されていなかった。
Rowlandたちは今回、競合するさまざまな
仮説を直接検証できるように設計した実験
で、どちらの種類の擬態も、モデルと擬態者
の両方に利益をもたらすことを実証した。実
験室内で行われた「新天地」実験では、本
物の捕食者（シジュウカラ）に人工餌（紙に
包んだアーモンド片）が与えられた。防御能
に差のある擬態者（食べられる擬態者を含む）
は、互いに連合することで生存上の利益を得
た。この結果は、そこそこの防御能しかない
種は防御能が高い種の防衛効果を希釈して
しまうとする通説を覆すものであり、教科書
やウィキペディアの記述の一部を書き改める
必要が出てくるかもしれない。
5 July 2007 Vol.448 / Issue 7149

Letter p.64, N&V p.34 参照

pale tremor 遺伝子の発見
Pale tremor gene discovery

ミシガン大学の研究室のマウスに生じた自然
突然変異が、シャルコー・マリー・トゥース
病とよばれる遺伝性神経変性疾患の原因遺伝
子の同定に結びついた。この pale tremor マ
ウスは、酵母遺伝子Fig4の相同体に変異が

※「今週号」とは当該号を示します。
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起こっており、多臓器に神経変性が生じる。
Fig4は、シグナル伝達分子である脂質ホスファ
チジルイノシトール-3,5-ビスリン酸（PtdIns

（3,5）P2）の量を正常に維持するのに不可欠
な遺伝子である。この研究以前には、シグナ
ル伝達分子PtdIns（3,5）P2の欠乏がニューロ
ンの維持に特異的な役割を果たしていること
は、まったく指摘されていなかった。
5 July 2007 Vol.448 / Issue 7149

Letter p.68 参照

多数の世界：量子物理学の奇妙さを解釈する
理論の50年
MANY WORLDS: Fifty years of the ultimate 
quantum strangeness

これがネイチャーだ！　D Parkinsが描いた
表紙イラストは、量子力学の重要な年への敬
意を表した作品である。50年前に、ヒュー・
エヴェレット三世は、その後「多世界」解釈
として知られるようになる仮説を提出した。
エヴェレットは、量子物理学を額面通り受け
取ったうえで、ではそれが実際に何を意味
するのか、想像をめ
ぐらした。彼は、あ
らゆる事象のあらゆ
る可能な帰結がそれ
ぞれ独自の世界に存
在すると考えること
によって、量子理論
のパラドックスを解決
しようと試みたので
あ る。M Buchanan は News Feature で、
現在の「多世界」解釈に対する反応につい
て述べている。1950年代には、ほとんどの
物理学者が多世界理論はあまりにも奇想天
外と考えていたが、現在では信奉者がいる。
だ が、 そ の ひ と り で あ る M Tegmark が
Commentaryで嘆いているように、エヴェ
レットの原著論文は考えられるほど広く読
まれているわけではない。Tegmarkはまた、
Books & Arts で G Wolf が述べているよう
に、SF作家にとって何よりありがたいネタ
となっている並行宇宙を彼が信じる理由を
説明している。生命科学も、サイエンスフィ
クションを扱った今週号の News Feature
に顔を出しており、Editorialではこれらの
話題をまとめて論じている。
5 July 2007 Vol.448 / Issue 7149

Editorial p.1, News Feature pp.15, 18, 
Commentary p.23, Books & Arts p.25 参照

天皇陛下がリンネ協会で講演
Where are they now?

「日本産ハゼ科魚類カワアナゴ属の4種につい

て 」（Jpn J. Ichthyol. 14 (4/6), 135）と 題し
た論文の著者の住所はおそらく東京都千代田
区の皇居だ。実は彼は日本の現天皇なのであ
る。だが、今年5月、天皇陛下は分類学者の
顔に戻り、カール・リンネ生誕300年記念行
事の一環としてロンドンのリンネ協会で講演
をされた。今週号のEssayは、この講演を土
台として書かれたものであり、Natureのリン
ネ生誕300年記念のウェブフォーカス（www.
nature.com/nature/focus/linnaeus300/
index.html）に加えられている。
12 July 2007 Vol.448 / Issue 7150

Essay p.139

間近で見るRNAポリメラーゼ
RNA polymerase up close

今週号では、2本の相補的な関係にある論文
が細菌RNAポリメラーゼの構造と機能に焦
点を当てている。1 本目では、この酵素が
DNA 鋳型と RNA 生成物に結合した状態に
あるときの、転写伸長複合体の詳細な構造
を示している。この構造から、すべての生
細胞にとって必須であるDNAからRNAへ
の転写過程の詳細が明らかとなった。2本目
の論文では、RNAポリメラーゼ伸長複合体
が基質アナログおよび抗生物質に結合した
状態が記述されており、基質の取り込みと
抗生物質による阻害の機構が明らかにされ
ている。RNAポリメラーゼはリファマイシン
やその誘導体を含む抗生物質の標的となっ
ているので、ヒトと細菌のRNAポリメラー
ゼの構造比較は薬剤設計に役立つだろう。
12 July 2007 Vol.448 / Issue 7150

Articles pp.157, 163, N&V p.142

マウスで得られた新種の胚性幹細胞
A new type of stem cell

ヒトの胚性幹（ES）細胞は、適切な刺激によっ
て事実上あらゆる種類の細胞に分化できる多
分化能をもつため、臨床治療において重要と
なる可能性が高い。幹細胞研究の進展を阻
む障害の1つは、ヒトとマウスのES細胞の間
にみられる不可解な差異だった。今回、2つ
の研究グループがそれぞれ独立に行った研究
により、新たな種類の多分化能性ES細胞が
作製された。子宮内壁に着床後のマウス胚か
ら得られたこれらのEpiSC（epiblast stem 
cell；胚盤葉上層由来幹細胞）は、「古典的」
なマウスES細胞とは明らかに異なり、ヒト
ES細胞がもついくつかの主要な特徴がそっ
くり備わっている。このEpiSCは、基礎研究
を加速し、おそらく将来的には治療目的への
ヒトES細胞の使用をも促進する重要な実験
モデルとなるだろう。
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Letters pp.191, 196 参照

イネがケイ素をため込む仕組み
How rice grabs its silicon

ケイ素は植物の生育に有益な作用を示す。病
気や害虫に対する抵抗性を高め、蒸散によ
る損失を最小限に抑える。イネはケイ素を集
積する植物の代表格で、根の土壌ケイ素取
り込み能力が高いために、地上部にケイ素を
高度に蓄積できる。ケイ素を大量に蓄積する
巧妙な仕組みの一部は、「低ケイ素」遺伝子
Lsi1が、ケイ素を土壌中から根の細胞へ取り
込む「内向き」輸送体をコードすることがわ
かって、既に明らかになっていた。今回、2
番目の「低ケイ素」遺伝子で「外向き」輸送
体をコードしているLsi2が見つかり、根の細
胞からケイ素を送り出し、根の中を通ってい
る維管束内部に運び込むという、取り込み
の第二段階に当たる過程が明らかになった。
12 July 2007 Vol.448 / Issue 7150

Letter p.209 参照

超らせんの蓄積：抗腫瘍薬であるトポイソ
メラーゼ阻害剤はDNA超らせんの解消を遅
らせる
SUPERCOILED: Antitumour ‘topo’ 
inhibitor slows DNA supercoil removal

トポイソメラーゼは、DNAに生じるひずみの
一種である超らせんを解消する働きをする酵
素である。トポイソメラーゼの阻害剤は抗が
ん剤として重要で、トポイソメラーゼとDNA
とが作る共有結合性複合体を安定化すること
によって作用し、安定化した複合体はDNA
複製装置の進行の障害となると考えられて
いる。だが、トポイソメラーゼを標的とする
薬剤の有効性が生じ
る仕組みはほとんど
わかっていない。今
回、主に卵巣がんや
小細胞肺がんの治療
に使われるトポテカン
とトポイソメラーゼIB-
DNA複合体との相互
作用を単一分子操作
法で調べることにより、反応過程がもっと詳
しく解明された。表紙にあるように、トポテ
カン（赤で示す）の働きにより、正のDNA
超らせんが蓄積する。このようなDNAの巻
き過ぎは DNA ポリメラーゼの進行を妨げ、
複製フォークの停止や崩壊の要因となり、最
終的に細胞死につながる可能性がある。
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Letter p.213 参照
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