
クジラ類の祖先
The backstory of whales
クジラ類の進化の最初の 1000 万年について
は化石記録からかなりわかっているが、祖先
にあたる陸上動物からの分岐については、ま
だよくわかっていない。新たな研究によって、
インドで化石の見つかった小型の原始的偶蹄
類であるラオエラ科（Raoellidae）動物が、
調べられたかぎりで初期のクジラ類に最も近
い仲間であることが示された。ラオエラ科の
Indohyusは、耳と小臼歯の構造、骨の密度、
それに歯の同位体組成がクジラ類に近く、ほ
かの偶蹄類とは異なっている。こうした指標は、
このアライグマ大の動物が一生の多くの時間
を水中で過ごしていたことを示唆している。し
かし、一般的なラオエラ科動物はおよそクジ
ラらしくない食餌を摂取していたことから、水
中に入っていったのは水中生活そのものの魅
力によるのではなく、食餌の変化によるもの
であった可能性がある。� Article p.1190 参照

目の細かい周波数コム
A fine-tooth comb
光周波数「コム」は、等しい周波数間隔で
並んだ多数の光を放出する光源であり、等間
隔で並んだ光のスペクトルは「くしの歯」に
似た特徴的な形をしている。周波数コムは分
光学と計測学の分野に一大変革をもたらしつ
つある。例えば、この技術を使った時計は精
度の点で、今や最新のセシウム標準などの原
子時計に勝っていることがある。しかし、周
波数コムの発生に必要な装置は扱いにくく複
雑で、通常は大型のフェムト秒レーザーを使
うことが多い。今回 Del'Haye たちは、コム
を発生させる根本的に異なった方法を開発し
た。この方法では、シリコンチップ上にある

小さい円板形の共振器に標準的なレーザー
ダイオードの光を照射するだけである。その
結果、レーザー光と共振器との間に相互作用
が生じ、赤外光を放出する光周波数コムが得
られる。この方式は簡単であり、大きさ、価
格、消費電力の低減が望めることから、幅広
い分野での光周波数コムの有用性が高まる
だろう。� Letter p.1214, N&V p.1175 参照

お月さん、いくつ？
How old the Moon
タングステン同位体の新しい研究から、月形
成の年代が見直された。月は、初期の地球
が受けた巨大衝突の際に放出された破片から
できたと考えられている。このとき受け取った
高いエネルギーによって、月が溶融しマグマ
オーシャンが形成されたと考えられてきた。タ
ングステン同位体のこれまでの研究では、月
は太陽系が生まれてから6000万年以内に固
化したとされていた。月の金属をハフニウム・
タングステン年代測定法に基づいて調べた新
しいデータは、サマリウム・ネオジム年代測
定法の結果と一致しており、固化の年代はもっ
と遅くて、太陽系の誕生から5000 万年から
1億 5000 万年後であったことを示している。

Letter p.1206, N&V p.1169 参照

温暖化が先か、炭素注入が先か
Early warming signs
暁新世 / 始新世境界温暖極大期、つまり約
5500 万年前の極度に温暖化した時期は、特
徴的な同位体組成をもつ温室効果ガスの海
洋 - 大気系への大量放出と関連していた。し
かし、温室効果ガスの注入が、この出来事の
特徴である地球温暖化と環境変動の原因なの
か結果なのかははっきりしていない。Sluijs

たちは、米国ニュージャージー州の 2つの堆
積物断面から得られた暁新世 / 始新世境界に
またがる環境変動の分解能の高い記録を用い
て、この問題の解明を試みた。その結果、こ
の地点では温室効果ガス注入の起こる数千年
前から、環境変動と海洋表層の水温上昇が始
まっていたことがわかった。このような順序
で事態が進行したことは、深海の水温上昇に
よって海底のガスハイドレートが解離し、温室
効果ガスであるメタンが大量に放出されたと
いう考え方と一致する。しかし、初期の温暖
化の原因はまだよくわからないままである。

Letter p.1218 参照

フォノンなんていらない
Who needs phonons?
「古典的な」形の超伝導は、ノーベル賞を獲得
した 1950 年代の BCS（Bardeen-Cooper-
Schrieffer）理論により、フォノン交換を介し
て相互作用する電子ペアの超流動として、最
終的に説明された。いったん決着がつくと、
今度はフォノンによって実現する変形可能な
格子は超伝導にとって不可欠なのかどうかと
いう疑問が浮上してきた。フォノンが不可欠
ではないことは、その後に「非従来型」超伝
導体が次々と発見されてわかってきた。今週
号の Review�Article で、P�Monthoux、D�
Pines、および G�Lonzarich は、フォノンを
必要としない超伝導の解釈の強力な枠組みと
して出現した磁気相互作用模型について改め
て解説している。

Review Article p.1177 参照

血中のがん細胞を効率よく検出
Out of circulation
生存能のある腫瘍由来上皮細胞、すなわち
循環腫瘍細胞（CTC）は、がん患者の末梢
血液中で見つかり、治りにくい転移性腫瘍
の原因だろうと考えられている。がん患者か
らのそのような細胞の単離は極めてむずか
しいことがわかっており、これは主として、
そのような細胞の末梢血液中での数が極端
に少ないことに起因する。今回、がん患者
の血液からCTC を選択的かつ効率的に単
離できるマイクロ流体プラットフォーム「CTC
チップ」が開発された。この新たな手法は、
がんの検出と診断、および各々の患者の治
療に対する反応の経過観察に応用可能と考
えられる。

Letter p.1235, N&V p.1168 参照

ラジェンドラ・パチャウリ氏：今年最も話題を集めた人は IPCC
議長
NEWSMAKER OF THE YEAR: RAJENDRA PACHAURI, Chair 
of the IPCC

Natureの「今年の話題の人」賞の最初の受賞者は、気候変動に関
する政府間パネル（IPCC）の議長を 2002 年から務めているR�K�
パチャウリ氏となった。共同受賞者は、今年順次公表された綿密な第
4次評価報告書の作成に貢献した IPCC、および 2007 年ノーベル
平和賞受賞者の A�ゴア氏である。News�Featureでは、G�Walker
がクリケット好きのパチャウリ氏のプロフィールを紹介している。表紙
写真は、自宅でのパチャウリ氏である。今週号ではまた、終わりつつ
ある2007 年について論評している。Research�Highlightsでは、
本誌のエディターが、本誌以外に掲載されたすぐれた論文をいくつ
か紹介している。This�Year�in�Natureでは、本誌に掲載された論
文について、注目すべきものが挙げられている。Newsでは、写真
で今年の出来事を振り返ってみる。オンライン版では年末特集が 12
月 21日から公開され、特集すべてが http://www.nature.com/
news/specials/2007/index.html. で閲覧できる。
News Feature p.1150, Research Highlights p.1130, News p.1134, 

This Year in Nature 日本版p.xvi参照
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ダウン症候群ががん予防の道標に
Down's syndrome cancers
一部の疫学研究は、ダウン症候群の患者（第
21 染色体を 3 本もち、21トリソミーとして
知られる）では固形腫瘍の発生率が低いこと
を示唆しているが、こうした知見が確認でき
ないことも報告されている。これらの相反す
る知見の謎が、ダウン症候群のマウスモデル
で約 100 個の遺伝子がトリソミーとなってい
る Ts65Dn を用いた実験によって解明でき
たようだ。ヒト第 21 染色体の遺伝子群に相
当するマウスの遺伝子群が、トリソミーつま
り3コピーある場合には、腸腫瘍の一部の
発生率が低下するが、同じ遺伝子群が 1コ
ピーだけ（モノソミー）の場合には、腫瘍
の数が増加することが明らかになったのであ
る。この遺伝子量依存的な作用は、転写因
子Ets2に起因すると考えられる。したがって、
これまでがん遺伝子として知られてきた Ets2
は、腫瘍抑制因子としても働いており、がん
を予防する薬物の標的となりそうだ。

Letter p.73, N&V p.21 参照

秋の温暖化
Autumn warming
北半球における大気中の CO2 濃度と生態系
の CO2フラックスの年々変動の解析から、
秋期の温暖化に伴って、秋から冬にかけて起
こる大気中の CO2 の蓄積が早まっていたこ
とが明らかになった。これは一見、常識に反
するかのように思われる。秋が温暖というこ
とは、植物の成長期間が長くなり、木や草が
より多くのバイオマスを生産するため、陸上
の炭素シンクが有益な影響を受けることを意
味しているのは確かだ。衛星からの観測と数
値モデルの結果からは、1つの説明が得られ
る。気温が高くなると呼吸が活発になって、
光合成から得られる炭素量を相殺するように
なり、これらの生態系が炭素シンクとして働
く能力を制限するのだ。さらに、秋期の温暖

化に起因するCO2 の損失は、春期の CO2
吸収量の大部分を相殺する可能性がある。
今後の温暖化が、春期よりも秋期のほうで早
く起こるならば、北方の生態系が炭素を隔離
する能力は、従来予測されていたよりも急速
に減退するかもしれない。
 Letter p.49, N&V p.26 参照

ついに見つかった若い太陽系外惑星
A young exoplanet at last
知られている太陽系外惑星の数は優に 3 桁
に達しているが、「若い」といっていいような
惑星は、現在のところ見つかっていない。今
回、木星の質量の 6 倍という大質量の若い
惑星が、近傍のうみへび座 TW星を取り巻く
ダスト円盤中に見つかった。TW星は、年齢
がほんの 800 万～ 1000 万年で、生まれつ
つある惑星が見つかりそうな場所として既に
特定されている星であり、惑星系の基本とな
る構成要素がその星周円盤に存在している。
今回の新発見は、太陽系外惑星形成の時間
スケールに直接的な制限を加えるという点で
重要なものだ。� Letter p.38 参照

さらによいバイオ燃料を求めて
Aiming high in biofuels
「高級」アルコールは、エネルギー密度が高
く吸湿性が低いことから、バイオ燃料として
のメリットがエタノールよりも高く、「分枝」
アルコールは対応する直鎖アルコールと比べ
てオクタン価が高い。しかし、高級アルコー
ルや分枝アルコール類は、自然界の微生物
を使って経済効率よく生合成することができ
なかった。今回、大腸菌株の 1 つを遺伝子
操作することにより、高級アルコールである
イソブタノール、1-ブタノール、2-フェニル
エタノールなどを、再生可能な資源であるグ
ルコースから産生する株が作り出された。こ
の方式は、アミノ酸生合成経路の中間体を流
用して目的のアルコールを合成するもので、

微生物発酵による大規模なバイオ燃料生産を
促進する可能性がある。

Letter p.86 参照

誘発地震が遅れて起こる理由
Earthquakes take the strain
地震波によって発生した微小な歪みは、数千
キロメートルも離れたところで地震を誘発す
ることがあり、破壊は地震波が通過した後か
なり経ってから起こることが多い。この動的
な地震誘発現象の背後にある機構はわかっ
ていない。粉粒体の摩擦を実験的に調べる
ことは断層帯における現象を調べるうえで有
効な手法となっているが、それは今回の、粉
粒体媒質（ガラスビーズ）の固着すべりを、
地震誘発をシミュレートする音波を入力して
追跡した新しい実験からも示されている。今
回の結果は、誘発された余震に対応する規
模の小さな破壊事象は、十分大きい振幅の
音波を加えたときに起きることを示している。
振動は大きなすべりも、波による摂動がない
場合と比較すると、時間的に離れて発生させ
る。このことは、テクトニック断層の動的な
応力が、地震再来現象の複雑性の決定に役
割を果たしている可能性を示唆している。

Letter p.57 参照

昆虫の浮気を防止する受容体
Life after sex
ほとんどの昆虫では、雌は一度交尾を行うと
生殖行動が大きく変化し、雄の求愛行動を
受け付けなくなって産卵を開始する。特にカ
の雌の場合は、交尾すると餌となる血を吸う
相手を探し始める。この変化の引き金となる
のは雄の精液中に含まれる因子であり、ショ
ウジョウバエ（Drosophila）のこの種の活性
因子として、「性ペプチド」とよばれる小さ
なペプチドが 1988 年に発見された。この
ペプチドに対する受容体は長らく探索されて
きたが、今回、それが突き止められた。こ
の性ペプチド受容体は、リガンドが未知とさ
れていたオーファン受容体 CG16752 であ
り、ほかの性関連行動に関連するとされてい
る一群のニューロンで機能する。この受容体
は昆虫全般にわたって高度に保存されてお
り、これによって、害虫の繁殖や感染症媒介
昆虫の宿主探索行動を選択的に阻止できる
可能性が出てきた。

Article p.33, N&V p.24 参照

磁極の分離：スピンアイスの磁極を分ける
POLES APART: A magnetic north-south divide in spin ice

電子や陽電子などの、正または負の電荷を帯びた素粒子はよく知ら
れているが、正味の磁荷をもつ素粒子が存在するという証拠はない。
磁石は分離不可能な S極とN極を常に伴うと考えられており、磁気
単極子というものは、それを観測しようとする多数の研究にもかかわ
らず、知られていない。今回、巧妙な理論研究によって、磁気単極
子が素粒子としてではなく、「スピンアイス」のようなエキゾチック凝
縮物質の磁気系における創発的粒子（emergent�particle）とし
て存在する可能性が提案された。2次元量子ホール系にみられる分
数電荷との類推に基づくこの理論によって、実験的に観測されたも
ののこれまで解明されてこなかったスピンアイスでの不可解な相転移
も説明可能になる。A�Canossa による表紙イラストは、スピンアイ
スに内在する電子自由度の双極子モーメント（矢印で表す）が分か
れて、磁気単極子（赤い球）が出現するようすを示している。

Letter p.42, N&V p.22参照
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シリコンが熱電体になる
Silicon goes thermoelectric
熱電材料は、熱勾配を電場に転換し、その
逆の転換もできるので、発電と冷却に有用だ
ろうと考えられている。しかし、現在使える
高性能の熱電材料の製造は、大規模な廃熱
エネルギーの回収に使うのに必要とされるよ
うな体積にまでスケールアップするのが容易
でない。一部の材料では、ナノ構造化が熱電
性能を改善するが、よい熱電体はナノ構造体
にしにくいことが多い。シリコンは大規模な
加工が可能だが、その熱電特性はあまりよく
ない。今週号の 2つの論文は、シリコンをナ
ノワイヤーアレイに構造化し、ナノワイヤー
の形状とドーピングを綿密に制御すれば、そ
の熱電特性が著しく改善できることを明らか
にしている。この方法がもっと進歩すれば、
シリコンは熱電材料として大きな可能性をも
つようになるだろう。

Letters pp.163, 168, N&V p.132 参照

小刀類は環形動物
Like shelling worms
小刀類は貝に似た小型化石動物で、オルド
ビス紀前期から石炭紀の海底環境中に多数
見つかっている。この化石動物は、150 年
前に初めて記載報告されて以来、節足動物、
棘皮動物、環形動物、軟体動物と、さまざま
な分類群に分類されてきた。今回、モロッコ
で新たに見つかった小刀類の化石は、柔らか
い部分が極めてよく保存されており、これに
よって、小刀類のはっきりしていなかった類
縁関係が解明された。その「貝殻」は実際
には石灰質の板で、体節のある、今まで知ら
れていない環形動物の背部に甲

かっちゅう

冑として装着
されていたのである。

Letter p.185, N&V p.133 参照

親玉は RNA
RNA in charge
繊毛虫類の Oxytricha trifallaxは、発生のあ
る段階で、核の DNAを切り刻んでそのほと
んどを取り除き、染色体の 5 パーセントを特
定の部位でつなぎ直す。Nowacki たちは、
いくつかの RNAを細胞から除くと染色体の
再配列が乱されることで示されるように、新
しい細胞に残っている母細胞由来のRNAが、
この再編成の鋳型として働いているという驚
くべき発見をした。これは、RNA が in vivo
でのゲノム再編成にこれまで知られていな
かった役割をもつことを示している。

Article p.153, N&V p.131 参照

抗がんマイクロ RNA
Anticancer microRNAs
最近の研究によって、がんではマイクロ
RNA が全体的に下方制御されていることが
明らかになり、すべてのマイクロ RNA を人
為的に下方制御すると腫瘍の成長が促進さ
れることも判明している。骨や肺へ転移す
るヒト乳がん細胞のマイクロ RNA をマイク
ロアレイにより調べた結果、ヒト乳がんの発
生と転移に、miR-126とmiR-335という
2 種類のマイクロ RNA が関係していること
がわかった。転写因子 SOX4 や細胞接着に
かかわるタンパク質テネイシン Cを標的とす
るmiR-335 の発現がなくなると、乳がん
細胞の浸潤が促進される。乳がん患者では、
miR-126とmiR-335 が発現していないこ
とが、予後不良の指標となる。

Article p.147 参照

海嶺軸での熱水循環の方向
Against the flow
大洋中央海嶺軸での熱水循環は、海底の割

れ目からしみ込んだ水が、溶けた岩のほう
へ移動して熱せられ、熱水噴出口で過熱流
体として噴出するというものである。この噴
出系によって、地殻から海洋への熱と質量
の移動の大部分が説明できる。一般的には、
このような系における循環の方向は海嶺軸と
交差しており、再充填は海嶺軸から遠く離れ
た断層に沿って起きると考えられており、こ
の考え方は主にモデリングに基づいている。
Tolstoy たちは今回、東太平洋海膨の熱水
噴出口群の下で起きる微小地震の位置を 7
か月にわたって監視した。その結果、少なく
ともこの場所では、熱水下降流地帯はむし
ろ海嶺軸上に位置し、熱水循環は海嶺軸に
沿った方向で起こっているらしいと彼らは報
告している。� Letter p.181 参照

「取り扱いにくい」原油はガス化してしまおう
‘Difficult’ oil could be a gas
世界の原油埋蔵量の半分以上を構成するの
は、生分解された重油とタールサンドの堆積
層である。そこからの採油は容易ではなく、
かなりの費用がかかる。最近の研究結果で
は、嫌気性細菌がこの炭化水素分解を引き
起こしている可能性が示唆されているが、油
層における実際の分解経路は解明されてい
ない。今回、原油分解の室内実験と油田か
ら得られた試料の分析とを組み合わせること
により、地下で起こっている生分解の支配的
な過程が、原油炭化水素を嫌気的に分解し
てメタンを発生するなどのメタン発酵である
ことが明らかになった。この知見は、こうし
た「取り扱いにくい」油田の新たな利用法
を示唆している。つまり、自然の炭化水素
分解過程を加速してやることで、これまでの
ような石油としてではなく、メタンの形でエ
ネルギーを取り出せるかもしれない。

Letter p.176 参照

原生動物がもっている「植物」ホルモン
The wrong kind of hormone?
カルシウムシグナル伝達は、アピコンプレッ
クス門に属するヒト病原体であるトキソプラ
ズマ原虫（Toxoplasma gondii）の毒性を決
めるうえで重要な役割を果たしている。この
機構の研究から、シグナル伝達に予想外の
物質、植物ホルモンであるアブシジン酸がか
かわっていることが明らかとなった。比較遺
伝学により、この植物ホルモンの合成経路
が細胞内共生により獲得されたことがわかっ
た。この経路は、病原性の重要な要素である、
溶血を起こす増殖状態と休止状態とを切り替
える重要な分化スイッチを制御している。ア
ブシジン酸生合成の特異的阻害薬が致死的
な感染からマウスを保護できることで示され
たように、この経路の植物類似の性質は新
たな治療薬の開発に使えるかもしれない。

Letter p.207 参照

性決定の遺伝学：原始的なカビをモデルにして探る性決定の 
進化
THE GENETICS OF SEX: A basal fungus as a model for sex 
determination

ヒゲカビの一種である Phycomyces blakesleeanusは、ノーベル賞を
受賞したマックス・デルブリュックが開発した光感知モデルとして最
もよく知られているだろう。新しい研究によって、この菌は、性決
定の進化というまったく別の分野でもモデルとして使われることにな
りそうだ。この菌の性はほかの菌類と同じく、1つの染色体全体に
よって支配されるのではなく、ゲノム内の狭い領域によって決定され
る。ゲノミクス、遺伝学、分子生物学、およびバイオインフォマティ
クスの手法を使ってこの遺伝子座が同定され、性決定にかかわる遺
伝子は 2 個で、どちらも転写因子をコードしていることがわかった。
この転写因子は両方とも、ヒトの性分化に関与しているSRYタンパ
ク質と同じように、HMG（high-mobility�group）ドメインを含
んでいる。さらに、この性遺伝子座を含む染色体だけに一群の反
復配列がみられることから、真核生物の性決定と性染色体構造の進
化の初期段階に、1つの普遍的機構が存在したことが示唆される。

Letter p.193参照
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聴いて覚える
Listen and learn
霊長類にみられる「ミラーニューロン」は、
他者の行動を模倣したりなぞったりすること
を可能にしている。そうしたニューロンは、
特定の動作（例えば手ぶり）を行ったときに
も、それが行われるのを見たときにも発火
する。模倣のよい例が、ヒトの発話や鳥のさ
えずりの音声学習である。これは明らかにミ
ラーニューロンの仕事のように思われるが、
今までのところ聴音 - 発声にかかわるミラー
ニューロンの報告はない。今回、歌のレパー
トリーを学習するのに聴音経験が必要という
点でヒトと似ている鳴禽類ヌマウタスズメで
の研究で、聴音 - 発声のモニター機能に特化
した一群の前脳ニューロンが同定された。こ
れらのニューロンは、ある音列に対して、そ
れを自身がさえずったときにも、あるいはほ
かの鳥のさえずりとして聴いたときにも、ほ
ぼ同一の応答を示した。

Article p.305, N&V p.249 参照

非線形ファノ効果
Fano effect goes nonlinear
ファノ効果は、2 個の競合する光経路間の量
子力学的共鳴、あるいは干渉によってスペク
トルが歪むことをいう。これは、原子、固体
や半導体ヘテロ構造の分光学的研究では広
く観測される効果であり、例えば、1 個の原
子の離散エネルギー状態がその環境中の連
続状態とどのように結合するかを示している。
この効果は幅広く研究されているが、通常は
低い励起パワーの線形領域が調べられてい
た。今回、半導体量子ドットを使って行われ
た新しい研究により、非線形ファノ領域の物
理学的性質が調べられた。明瞭なファノ共鳴
が観測され、共鳴はデバイスの構造や印加
電圧の変化によって調整できた。非線形領域
でファノ干渉はずっと観察されやすくなった。

これは、離散状態と連続状態との結合度の
高感度プローブに使えると考えられ、例えば、
環境との結合を最小に保つ必要があるキュー
ビットに関連してくる。

Letter p.311, N&V p.256 参照

進展するウランの化学
Uranium on the move
ウランはほとんどの場合、溶解性と移動性
の高いウラニルジカチオン [UO2]2+ として
環境中に存在している。また、[UO2]2+ は、
原子力発電や鉱業から排出される主要な放
射能汚染物質でもある。その化合物は、ウ
ラン原子と2 個のオキソ基の結合が並外れ
て強いため、化学的に不活性である。今回
Arnold たちは、そのジカチオンを適当な
剛直分子骨格内に配置することによって強い
O=U=O 結合が開裂されると、1 個のウラニ
ルオキソ基が、通常なら遷移金属オキソ基の
みが関与するラジカル反応を起こせるように
なることを報告している。ウラニルジカチオ
ンがその位置に置かれると、1 電子還元とオ
キソ基官能基化の両方が起こり、独自の 5
価のウラニル化合物が形成される。このよう
な変換によって、溶液中で最も一般的な形態
のウランを操作・処理する方法がもたらされ
るかもしれない。

Letter p. 315, N&V p.250 参照

海洋の酸素生産
Oxygen at sea
亜熱帯海洋の上層水が酸素の正味の生産を
行っているのか、それとも正味の消費をして
いるのかという問題については、過去 10 年
間にわたり大きな論争が繰り広げられてき
た。S�RiserとK�Johnson は、プロファイリ
ングフロートに搭載した酸素センサーを用い
て、南北太平洋の亜熱帯循環中のいくつか
の観測点で、3年間にわたって酸素生産の収

支を調べた。これらの測定結果から、海洋上
層では 1 年を通じて酸素の正味の生産が行
われている証拠が得られた。これらの知見は、
外洋と海洋・大気結合系における生物地球
化学的過程の解明に重要である。

Letter p.323 参照

慢性疼痛治療の新たな標的
A new target for analgesia
炎症性疾患や神経損傷に伴う慢性疼痛は、
従来の鎮痛剤では効果がないことが多いた
め、このような疼痛を誘発する仕組みの解明
に対する関心は高い。慢性疼痛の極めて重
要な要因として、脊髄でのシナプス抑制の低
下を示す証拠が増えつつある。このことから
考えられる合理的な療法は、この抑制不全の
回復を図るというものだ。「ノックイン」マウ
スを用いた新たな研究によって、この脊髄痛
に大きく関係する特定の GABAA 受容体サブ
タイプが突き止められた。これらの受容体サ
ブタイプを標的とする試験薬 L-838,417 は、
ラットの炎症性および神経障害性の疼痛モデ
ルで効果が認められ、特異性の低い GABA
アゴニストに予測される鎮静作用、運動障害
および耐性は生じなかった。

Letter p.330 参照

DNA で前進する
Making strides with DNA
DNA は、自己集合ナノ構造体をつくるのに
好適な構成材料である。しかし、DNA の使
用例のほとんどは、特定の目的に注目した
もので、自然界で実現されている汎用性を
目指したものではなかった。Yin たちは、集
合・解離経路を構成ブロックであるDNA に
プログラムできる、モジュール化した DNA
の「ヘアピン」に基づく新しい系を用いて、
汎用性へ向けて一歩を踏み出した。その新
プロトコルの重要な点は、DNA モジュール
とそれらの相互作用を単純に表した「反応
グラフ」であり、全体の設計プロセスを単
純化するものである。これによって、分岐結
合分子、自己触媒DNA二重鎖対、分子ツリー
や DNAトラックに沿って歩く二足歩行分子
などを集合プログラムで合成できる。

Letter p.318 参照

黒色腫幹細胞：抗体によって攻撃可能なヒトがん発症因子
MELANOMA STEM CELLS: Human cancer-initiators open to 
antibody attack

がん幹細胞は、数種のヒト腫瘍から分離されている。最も新しい例
が、ヒト悪性黒色腫を生じる細胞の亜集団であり、これらの細胞は
化学療法剤耐性メディエーターであるABCB5 の発現により同定さ
れる。ABCB5+ 亜集団の大きさは黒色腫患者の臨床症状の進行と
相関しており、また予備的な結果から、ABCB5 に対する抗体がこ
れらの黒色腫幹細胞を特異的に標的とすることも示唆されている。
これは黒色腫に対する有力な治療戦略となると考えられ、この種の
細胞の研究は、がんの生物学における重要な問題の解決を助ける
ことになるだろう。表紙は、ハイブリッド黒色腫細胞で、蛍光顕微
鏡像を重ね合わせ、コンピューター処理したもの。この細胞は、in 

vivoでABCB5+ 黒色腫幹細胞ともっと分化の進んだ ABCB5 ｰ腫瘍
細胞との融合によりヒト腫瘍異種移植片内で生じたものである。各々
の細胞の核は、遺伝子にコードされた赤色（DsRed）と緑色（EYFP）
の蛍光色素で標識されている。� Letter p.345 参照
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