
次の新興感染症はどこで？
The next new disease
新興感染症は健康に対する大きな脅威であ
り、最近の例としては、AIDS、SARS、薬
剤耐性細菌、およびエボラウイルスなどが
挙げられる。新興感染症の「ホットスポット」
を見つけ出せれば、健康リスクを初期段階
で見分け、それを封じ込める戦略を整える
ことが できるだろうと考えられる。1940
年から 2004 年の間に発生した 300 例を
超える新興感染症に関する分析から、これ
らのホットスポットについて、社会経済的、
環境的、生態的要因に基づいて詳しい地図
を作れることが明らかになった。データは、
監視活動や現在使われている研究費の多く
が先進国に集中していることを明らかにし
ているが、リスク地図は開発途上国のほう
が新興感染症発生の可能性がずっと高いこ
とを示している。

Letter p.990, N&V p.898 参照

切れてもくっつくゴム
Self-mending rubber
ゴムバンドは切れてしまったら、それでおし
まい。もう 1 本 用 意しなくてはいけない。
ところが、今週号に報告されている画期的
な新材料は、ずいぶん異なる性質を示す。
多重水素結合を形成する 3 種の官能基をも
つ分子の会合により、鎖状部と架橋部の両
方をもつ「超分子ゴム」が形成される。こ
の超分子ゴムは、ゴム特有の性質、つまり
元の長さの数倍に引き伸ばされても回復可
能な伸 長 性を示す。 だがこの 系は、 巨 大
分子からなる従来のゴムとは異なり、破断
されたり切断されたりしても、室温で破断
面どうしを合わせると自己修復が可能なの
だ。この新材料は、脂肪酸と尿素という簡

単な原料から合成でき、合成後は容易に再
処理・再加工される。今回作られた超分子
ゴムは、ひずみ回復が遅く、応力を受け続
けると「変形（クリープ）」するが、出発原
料を調節することによってさまざまな特性が
実現できる。

Letter p.977, N&V p.895 参照

太陽系外惑星で見つかった高速の水素
Hydrogen at speed
太 陽 系 外 惑 星 HD 209458b は 原 子 状 水
素の巨大な雲に取り巻かれていて、この雲
は恒星円盤よりも広い 領域を覆っている。
この惑星が親星の前面を通過するときに観
測されたスペクトル線によって、惑星から遠
く離れた位置で高速運動する原子状水素の
存在が明らかになり、惑星の外気圏から水
素原子が散逸し親星の輻射圧で加速されて
いるものと説明されていた。Holmström
たちは、太陽系では太陽風の高エネルギー
イオンが中性の惑星大気にぶつかる場所で
はどこでも高エネルギー中性原子がみられ
るという事実に基づいて、この説明とは別
のモデルを提案している。このモデルでは、
恒星風の粒子が外気圏の中性水素から電子
を奪い、高エネルギー中性原子が生まれる
としている。 Letter p.970 参照

由緒ある細胞小器官
An organelle with history
アピコンプレクサは動物に寄生する原生動
物類で、マラリアやトキソプラズマ症などの
ヒト病原体が含まれる。そのほとんどが葉
緑体の名残で色素のない「アピコプラスト」
をもっており、この寄生虫の生存にはこれ
が不可欠である。光合成遺伝子は細胞小器
官の進化の過程で失われたと考えられてい

るが、「光合成を行うアピコンプレクサ」の
子孫で光合成色素を含む色素体をもつもの
は知られていなかった。このほどシドニー
港のイシサンゴから単離された生物は、こ
うした要件をほぼ満たしている。この藻類
はサンゴと共に生息しているが、自由生活
性生物として培養可能で、系統学的にはア
ピコンプレクサに近縁である。その葉緑体
は遺伝学的に目新しい性質を備えており、
光合成関連遺伝子の存在に加えて、トリプ
トファンが UGA コドンによってコードされ
ている。UGA コドンの使用はアピコプラス
トの特徴である。

Article p. 959, N&V p. 896 参照

飛翔の進化を見直す
A new angle on flight
化石鳥類や現生鳥類の研究により鳥類の飛
翔の起源を解明しようとする試みから、2 つ
の仮説が生まれた。初期鳥類は地上から飛
び上がったと考える説と、飛翔は樹や崖か
ら飛び降りることから始まったとする説であ
る。鳥の翼の動きは鳥がそのとき何をして
いるかによって大きく変わるので、飛翔して
いる鳥類の観察はこれまであまり役に立って
こなかった。今回 Dial たちは、イワシャコ（ウ
ズラに似た地上性鳥類）の動きを撮影する
ことで、飛翔の起源に関する混乱は見方の
違いに起因することを明らかにしている。脊
柱の線を基準座標系とすれば、翼は特定の
行動に従って運動しているようにみえる。し
かし、翼が地面（重力）となす角度のほう
を考察すると、この角度は、体部が何をし
ているかに関係なく狭い範囲に限られるこ
とがわかった。したがって飛翔運動は、特
定の角度での羽ばたきを学習するという問
題であって、原始鳥類が地上から飛び上がっ
たのか、高いところから飛び降りたのかと
は関係ないということになる。

Letter p.985 参照

神経幹細胞と学習
Neural stem cells in learning
ニューロンの新生は成体脳でも起きており、
それは学習や運動やストレスなどの外的刺
激によって影響を受けるようにみえる。しか
し、この過程の調節の仕組みや、脳機能に
重要かどうかはよくわかっていない。神経
幹細胞で発現するオーファン核受容体 TLX
を欠くノックアウトマウスを用いた新たな研
究により、成体でのニューロン新生が学習
と記憶に重要な役割を果たしていることが
示 唆され た。このノックアウトマウスでは
幹細胞の増殖が減り、空間学習が著しく低
下した。しかし、恐怖条件づけなどのほか
の行動には影響がなかったことからすると、
新生ニューロンはいくつかの脳機能に選択
的に寄与しているらしい。

Letter p.1004 参照

火星での水の流れ：火星表面の地形を再現する
WATER FLOW ON MARS: Martian surface features 
recreated

火星表面で観測されている三角州や沖積扇状地が、どのような
水の流れによって作られたのかを解明することは、惑星表面での
水の歴史を理解するための基盤となる。流れの継続時間はとりわ
け重要な情報であるが、今のところ、火星で起こった水文現象の
継続時間に対する見積もりは、数十年から数百万年までと一致し
ていない。今回、ユトレヒト大学のユーロタンク施設内で行われ
た砂の移動に関する一連の水路実験で、火星の特徴的な地形で
ある階段状またはテラス状の三角洲が再現された。この結果は、
階段状の扇状地が降水現象ではなく、地下の貯水層から急激に
放出された水流によってできたことを示唆している。火星表面に
みられる環境では、この地形は数十年かけて起こった 1 回の堆
積盆形成現象として矛盾せず、この地形を作るためにはミシシッ
ピ川程度の大河川によって放出されるのと同じくらいの水量を必
要とした可能性がある。表紙は、ユーロタンク施設内の実験で作
られたクレーターの 4 mm/ ピクセルデジタル地形モデルの合成
写真である。 Letter p.973 参照
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ゴミを入れれば、すべてが解決
Garbage in, all sorts out
オートファジー、すなわち細胞の自食作用は、
当初は細胞内の不要物廃棄システムの一部
だと考えられていた。しかし現在では、発生
の過程で起こる細胞タンパク質や細胞小器
官の分解だけでなく、環境条件の変化に対
する適応の過程で起こる分解にもオートファ
ジーがかかわることが知られている。オート
ファジーについては、多くの興味深い疑問が
まだ解決されていない。例えば、同じオート
ファジー経路が細胞保護と細胞死の両方に
関与できるのは、どのような仕組みによるの
だろうか。また、オートファジーとヒトの病気、
あるいは老化とを結びつけているのは何な
のだろうか。水島昇たちが、この分野の最
近の進歩について考察している。

Review Article p.1069 参照

BRCA2 変異がんが治療耐性を獲得する仕
組み
Resistance in BRCA2 cancers 
シスプラチンやカルボプラチンなどの白金製
剤による化学療法は、BRCA2 に変異をもつ
卵巣がん患者に対して臨床的に使用されて
いる。当初の反応は一般に良好であるが、
大半の卵巣がんは最終的に治療に耐性を示
すようになる。この耐性の原因が、BRCA2
遺伝子のさらなる変異であるらしいことを 2
つの研究が明らかにしている。BRCA2 の変
異は、家族性の乳がんと卵巣がんに関係づ
けられている。BRCA2 の機能喪失は相同
的組み換えによる DNA 修復を損ない、細
胞のシスプラチンに対する感受性を特に高
め、PARP（ポリ (ADP リボース ) ポリメラー

ゼ）阻害薬に対する感受性も高める。2 次
的な「耐性」変異は、野生型の BRCA2 のリー
ディングフレームを回復させる作用をもつ。

Letters pp.1111, 1116, N&V p.1066 参照

性の正反対
The opposite of sex
ある種の植物は、一部の動物にみられる単
為生殖の植物版に相当するアポミクシスとよ
ばれる無性生殖過程によって、遺伝的に同
一な種子をつくる。アポミクシスの第一段階
は「アポマイオシス」で、遺伝的に同一な
雌性配偶子が形成される。今回、有性植物
であるシロイヌナズナを用いて行われた研究
で、単一の遺伝子の変化によってアポマイオ
シスが起こるようになり、これはアポミクシ
スの進化の初期段階に似ていることがわかっ
た。今回の知見は植物の生殖の基本機構の
解明に重要であり、また、アポミクシスを行
える作物が開発できれば高収量のハイブリッ
ド種子の生産に極めて望ましいことから、植
物の育種法にとっても大きな意味をもつ。

Letter p.1121, N&V p.1063 参照

ずる賢いごまかし
Cheating but cleverly
単細胞生物から多細胞生物への移行では、
協力の進化が重要な役割を果たしている。
他者の協力によって恩恵を受けながら何も
見返りを提供しないという「ごまかし」 を
行う変 異 体 細 胞 は、 協 力を徐 々に 損 なう
とみなされている。しかし、社会性粘菌で
あるキイロタマホコリカビ（Dictyostelium 
discoideum）の研究は、この見方に疑問を
投じている。ゲノム全体にわたって調べた

結果、ごまかしを可能にする変異が 100 種
類以上見つかった。これらの多くは、独特
で賢いごまかしで、他者を条件的にごまか
す一方で、ごまかし屋どうしは協力し合い、
一般と同じ成長をする。今回の知見は、ご
まかしは協力関係の存在を脅かすとする見
方を疑問視するものだ。このキイロタマホコ
リカビの系では条件的ごまかし屋が優勢に
なるが、彼らは協力関係を保ったまま集団
内で勢力を拡大できるのである。

Letter p.1107 参照

多発性硬化症の薬物標的を突き止める
Multiple sclerosis targets
多発性硬化症（MS）のさまざまな疾患段
階の病変部から得られた組織検体の大規模
なプロテオーム解析により、異なる疾患段
階の脳損傷に特異的に存在するタンパク質
が 同定され、新たな治療標的が 複数見つ
かった。特にそのうちの 2 つは、この疾患
の慢性進行期損傷のサインを示す。1 つは
組織因子とよばれる血液凝固の開始に関与
するものであり、もう 1 つはプロテイン C
インヒビターで、抗炎症経路にかかわってい
る。また、多発性硬化症のモデルマウスに
活性化プロテイン C または抗凝固薬ヒルジ
ンを投与すると疾患の進行が遅くなったこと
から、凝固カスケードが MS の病因にこれ
まで知られていなかった役割を担っていると
考えられる。 Article p.1076 参照

ベーツ型擬態のパラドックスを解消
Growing apart
捕食者にとって「おいしく食べられる」種の
多くは、警告色をもった「まずい」 有毒な
種（モデル）に似るように進化する。こうし
た「ベーツ型擬態者」は危険なモデルに自
らを似せることで利益を得るので、理論的に
は、モデルが存在しない地域では捕食者は
危険な種もしくはそれに似た種を避けるよう
な選択にさらされないため、擬態者は生じ
ないと予測される。しかし、この理論と一見
矛盾するようにみえるが、多くの擬態者の地
理的分布はそのモデルの分布域よりもずっと
広い。無毒なスカーレットキングヘビがその
一例である。この種は、そのモデルである
有毒なハーレクインサンゴヘビの分布域から
数百キロメートルも離れたところで見つかる
ことが ある。G Harper と D Pfennig は、
この見かけ上のパラドックスを理論の基盤を
損なわずに説明できることを明らかにした。
初期にはキングヘビとサンゴヘビの両方が
生息する地域から雄キングヘビが分散する
ために、サンゴヘビがいない地域で擬態者
である無毒なキングヘビが見つかる。サン
ゴヘビの分布域から外れてしまうと、キング
ヘビにはモデルと似ない方向に進化を促進
させる自然選択が働くことが、遺伝解析から
わかった。 Letter p.1103 参照

必殺の一撃：10 億ドルでマラリアを根絶できるか？
KILLER BLOW: Can a billion dollars defeat malaria?

まだ主要な死因の 1 つであり、特にアフリカでは猛威を振るって
いるマラリアとの闘いは、長いこと資金不足に陥っていたが、ゲ
イツ財団などの努力によって投資金が増大した。今週号の Nature

ではその進展の見通しについて特集する。現在のところマラリア
のワクチンはない。B Maher がその理由を説明し、ワクチン開
発に非常な努力がなされている状況を報告している。ザンビア
はマラリアによって大打撃を受けている国の 1 つで、2005 年に
はマラリア罹患率を 2008 年までに 75 パーセント削減する計画
が立てられた。M Hopkin は、国内活動を支え、他国へ専門知
識を広げる中核センターとして Macha に設立されたマラリア研
究所の活動について報告している。Commentary では疫学者
の M Grabowsky が、「新たな資金」を例えば監視網などの適
切な目的に使うことの重要性を強調している。M Kemp は、マ
ラリア伝播の仕組みを明らかにしたロナルド・ロスが残したノート

「Memoir」を読んで、マラリアと蚊を結びつけた発見にとどまら
ず、彼が小説、詩作、スケッチなどにもすぐれた才能を発揮して
いたことを述べている。

News Features pp.1042, 1047, Commentary p.1051

Books & Arts p.1056, Editorial p.1030参照
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周期的に起こる DNA メチル化
DNA changes tack
今週号では 2 本の論文が、遺伝子プロモー
ターにある CpG ジヌクレオチドのメチル化
と脱メチル化の周期について報告している。
DNA メチル化は、特定の遺伝子発現パター
ンを有糸分裂を経て娘細胞に伝える安定な
エピジェネティック「標識」であると広く考
えられているが、今回の 2 つの結果はこれ
とは大きく異なっている。Métivier たちは、
エストロゲンによって活性化された pS2 遺伝
子プロモーターの DNA メチル化 / 脱メチル
化周期は、DNA メチルトランスフェラーゼ
とその他の因子の周期的変化を伴うことを
見いだした。また Kangaspeska たちは、
pS2 遺伝子とエストロゲン受容体αなどの 5
つの活性プロモーターで周期的な DNA メ
チル化が起こっていることを報告している。
 Article p.45, Letter p.112 参照

酵素の亜鉛をカドミウムで代用
Cadmium fills a niche
大気中から深海への炭素輸送の大部分は海
洋性植物プランクトンによって行われており、
それに用いられるのは、二酸化炭素の可逆
的水和を触媒するカルボニックアンヒドラー
ゼである。この酵素の活性部位には触媒金
属原子として普通は亜鉛が含まれるが、一
部の珪藻は、毒性のある元素と一般に考え
られているカドミウムを代わりに使っている。
珪 藻 Thalassiosira weissflogii の こ の 酵 素
について、カドミウム結合型、亜鉛結合型、
金属非含有型、および酢酸塩結合型の 4 つ
の X 線結晶構造が今回決定された。この酵
素では触媒中心金属が容易に置換可能であ
り、海洋性珪藻は亜鉛が乏しいとカドミウム

を使っていると考えられる。こうした酵素は、
海洋という金属が乏しい環境では競争上、
大いに有利となる。 Article p.56 参照

プラズマ圏のコーラスライン
Plasmaspheric chorus line
プラズマ圏ヒス（hiss）は、地球を取り巻く
高密度プラズマ領域であるプラズマ圏でみら
れる電磁波の一種だ。このヒスは、ヴァンア
レン放射帯の二重帯構造を支配する主要因
子であり、プラズマ圏からやってくる高エネ
ルギー電子を取り去るため、宇宙空間での
人体や人工衛星に対する放射線障害を減ら
す中心的役割を果たしている。ヒスの起源
を説明するため多くの理論が提案されてき
たが、時が経っても生き残っているものは 1
つ もな い。Bortnik たちは、CRRES 衛 星
のデータを使って、コーラス（chorus）と
よばれる別の種類の電磁波からヒスが生じ
るとする新しいモデルを考案した。コーラス
は、これまでヒスとは関係ないと考えられて
いたが、プラズマ圏の中へ伝播した後ヒス
に変化する可能性がある。

Letter p.62, N&V p.41 参照

精神障害に関係する複合体
Psychosis complex isolated
オランザピンやリスペリドンなどの新世代の
抗精神病薬は、セロトニン 2A 受容体（セロ
トニン 2AR）を介する神経伝達を遮断する
ことにより効力を発揮し、LSD のような幻覚
剤もこれらの受容体を介して作用する。また、
興奮性神経伝達物質であるグルタミン酸が
その受容体である mGluR2 へ及ぼす作用を
模倣した薬物も、強力な抗精神病薬となる。
このような根拠に基づいて、統合失調症患

者の脳では、セロトニンとグルタミン酸が神
経伝達物質として働く系の機能が異常を来し
ていることが示唆されている。今回、培養
細胞およびマウスでの、受容体であるセロト
ニン 2AR と mGluR2 を含む機能的複合体
が幻覚誘発性化学物質に特有の作用に関与
しているという意外な発見により、統合失調
症に関するこの説が実証されたようだ。統
合失調症患者の脳では、これら 2 つの受容
体のバランスが崩れていることから、この複
合体が精神障害の治療標的として有望な候
補であることも考えられる。

Letter p.93, N&V p.38 参照

クールな低温量子科学
Cool quantum science
近年、光共振器内部に集積させることによっ
て光と強く結合するマイクロメカニカルデバ
イスが開発されている。主な目標は、この
デバイスをオプトメカニカルに冷却してすべ
ての熱振動を凍結させ、その物体の運動が
最終的には量子力学ゆらぎで制限されるよ
うにすることである。これによって、機械的
な物体の量子挙動の新しい領域の研究が可
能になる。Thompson たちは、このような
系を 2 枚の剛性で高品質な鏡の間に挟んだ
可動膜からなる構造に改良した結果を報告
している。これまでの構造では、鏡の一方
が微小共振器としての役目も演じる必要があ
った。今回の新しいデバイスでは、室温か
ら 6.8 mK までという大幅な冷却が可能に
なる。この系ならば、最終的には量子限界
基底状態に達することが可能かもしれない。

Letter p.72 参照

共生菌のゲノム
A symbiont genome
地上にオオキツネタケとよばれる子実体を作
る担子菌の一種 Laccaria bicolor は、樹木
の根に共生する。この菌のゲノム塩基配列
が解読され、転写産物の分析によってゲノム
の重要な特性が明らかにされた。この研究
は、植物の根と土壌菌との共生関係で、植
物の生産力に極めて重要である「菌根共生」
の仕組みの解明を進めるものだ。また、こ
の結果は長い時間をかけてゲノムを形作って
きた植物と菌類の相互作用の解明にもつな
がるため、進化生物学者、植物学者にとっ
ても非常に興味深いものとなるだろう。

Letter p.88, N&V p.42, Author page 参照

ぜいたくか貧困か：予想が不可能なミーヴァトン湖ユスリカ個体
群動態
FEAST OR FAMINE: The unpredictability of the Lake 
Myvatn midges

アイスランドにあるミーヴァトン湖の生態系は、単一種が優占し
ているという点で注目すべきものである。ミーヴァトンとは「ユ
スリカの湖」という意味であり、優占種はユスリカ、Tanytarsus 

gracilentus で、湖の 2 次生産力の 3 分の 2 を占めている。ユス
リカの個体数には 6 桁近い大変動がみられ、その周期は 4 ～ 7
年と不規則である。25 年間にわたって個体群を追跡した新しい調
査により、この現象は生息地に供給される食物の少量の上乗せに
よって変動の振幅が決まる、交替型の動的状態によって説明される
ことが明らかになった。人為的な撹乱によって餌の供給量がわず
かに減少することで、最近のユスリカ数変動の拡大を説明できる可
能性がある。つまり、環境保全という見地からすると、ユスリカ個
体群の動態は本来的に予測不能であり、湖内の小規模な撹乱に対
して予想された以上に脆弱であることになる。ミーヴァトン湖のユ
スリカは、自然の生態系の根本的複雑さと生態系管理のむずかし
さの実例であるといえる。表紙は、雌の飛来を待ち構える雄のユ
スリカの交尾群飛である。 Letter p.84, Author page 参照
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SATB1 の標的
Cancer target
正常の乳腺上皮細胞とがん化した乳腺上皮細
胞についての研究から、悪性乳がん細胞では
クロマチン形成因子であるタンパク質 SATB1
が発現しているが、正常細胞では発現してい
ないことが示された。SATB1 は乳腺腫瘍で過
剰発現していることが多く、予後不良と相関が
ある。SATB1 はまた、腫瘍発生や転移の促
進にかかわっている多数の遺伝子の発現を変
化させる。したがって、SATB1 は乳がんの増
殖と転移を促進するゲノムオーガナイザーとし
て働いているらしく、有用な治療標的となるか
もしれない。 Article p.187 参照

Clostridium difficile がとったラジカルな解
決法
C. difficile's radical solution
世界中で院内感染の一般的原因となっている
Clostridium difficile は、ヒトの腸管内では L-
ロイシンを酸化体および還元体の両方として
使っている。発酵には、鉄 - 硫黄クラスター含
有デヒドラターゼによって触媒される、化学的
に非常に起こりにくい脱水段階が含まれてお
り、この段階にはケチルラジカルが関与すると
考えられている。今回、反応産物に関連のあ
るアリルケチルラジカルがデヒドラターゼに結
合した状態で見つかり、この説が確証された。
これまで報告されているラジカル酵素には、補
酵素 B12、S- アデノシルメチオニンあるいは酸
素などのラジカル発生体が必要だったが、C. 

difficile の 2- ヒドロキシアシル CoA デヒドラ
ターゼはこのような助けを必要とせず、これは
生化学分野で前例のないものといえる。嫌気
的に生育するほかの細菌でも、同じような酵素
が発見されるかもしれない。

Letter p.239, N&V p.163 参照

新型の駆虫薬
A new class of anthelmintic
家畜に病原性を示す線虫を駆除する薬剤の使
用は、現代の重要な家畜管理手段だが、現在
利用可能な 3 種の駆虫薬すべてに対する多剤
耐性が広がったことで、有効に機能しなくなっ
てきている。過去 25 年間、市場に参入した新
しい型の駆虫薬はシクロデプシペプチド系薬剤
だけで、しかも適用対象は家畜ではなくネコで
ある。今回、Kaminsky たちは、線虫に特異
的に存在するアセチルコリン受容体を介して作
用すると思われる新型の駆虫薬の発見につい
て報告している。この駆虫薬はアミノアセトニ
トリル誘導体で、さまざまな家畜病原体に対し
て有効である。また、もし動物で有効なら、同
じように薬剤耐性が増加しているヒトの寄生虫
にも代替薬として使用できるかもしれない。

Article p.176, N&V p.157 参照

がん細胞の代謝とワールブルク効果
The Warburg effect
胎児の組織や腫瘍のような急速に増殖する組
織の細胞の代謝調節は、成体のほとんどの正
常組織とは異なっており、多くの腫瘍細胞では
解 糖 系 酵 素 のピルビン酸キナーゼ（PKM2）
について、成体のもつ M1 型アイソフォームで
はなく、M2（胎仔）型が発現することが知ら
れている。今週号には、腫瘍細胞の PKM2 の
役割に注目した 2 本の関連する論文が掲載さ
れている。最初の論文は、プロテオミクスによ
るスクリーニングを行い、PKM2 がホスホチロ
シン結合タンパク質であることを突き止めてい
る。内在性 PKM2 をホスホチロシンと結合で
きない点変異体に置換すると、培養がん細胞
の増殖が遅くなり、これはがん細胞の増殖にホ
スホチロシン結合を介した PKM2 の制御が不
可欠であることを示している。もう 1 つの論文

では、PKM2 が腫瘍形成を促進し、細胞の代
謝を切り替えて、乳酸生成を増加させて酸素消
費を低下させることを明らかにしている。この
パターンは、1930 年代にオットー・ワールブ
ルクが提唱したワールブルク効果の特徴、つま
り多くのがん細胞は、ミトコンドリアによるピル
ビン酸の酸化ではなく、細胞質での乳酸発酵と
それに続く解糖系によってエネルギーを産生す
るという観察結果によく似ている。

Article p.181, Letter p.230 参照

新しい惑星の兆し
Early signs of new planets
地球型惑星の形成は、直径わずか 1 マイクロ
メートルの星間微粒子が凝集して、ミリメート
ルサイズ（砂粒くらい）、センチメートルサイズ

（小石くらい）、そしてメートルサイズ（礫くら
い）の天体へと、割合急速に成長していくこ
とで始まると考えられている。このような小さ
い天体を原始惑星円盤に観測できる見込みは
ありそうもないのだが、食を起こす連星系 KH 
15D では、ダスト円盤と連星系がなす偶然の
位置関係のおかげで、反射率の分光観測から
この成長過程の間接的な知見が得られた。円
盤で反射された光のスペクトルは、親星の地
球型惑星形成領域に、ほぼミリメートルサイズ
かそれ以上に成長した砂粒子があるとするの
に一致する。

Letter p.194, Author page 参照

DNA ブロックで作る超分子構造
Supramolecular structures
DNA 分子がプログラム可能であることを利用
して分子間相互作用を制御する方法により、さ
まざまにパターン化された材料やナノ構造体が
DNA から作製されてきた。しかし、現在の作
製方法でもっと大きくて複雑な 3 次元構造を作
るには、違った形の DNA 鎖が何百と必要にな
り、これは実用的ではない。しかし解決までは
あと一息である。パデュー大学の研究チーム
が、DNA 版組み立てブロックのようなモジュー
ル式組み立て法を開発したのだ。この方法で
は、数種類の DNA 分子を、折りたたみにより
基本構造ユニットを形成するようにプログラム
しておくと、反応条件に応じて構造ユニットが
4 個、20 個または 60 個集まって、それぞれ
四面体、十二面体、バッキーボール（サッカー
ボール型多面体）が作られる。この手法を使
えば、ほかの複雑な構造体も作製できると考
えられる。 Letter p.198 参照

上昇する熱：メキシコ湾岸流の影響は大西洋上 10 キロメートル
の高さにまで及んでいる
RISING HEAT: The Gulf Stream's influence extends 10 km 
above the Atlantic

メキシコ湾流は大西洋の暖流で、熱を北方へ運び、それによって
ヨーロッパ西部の冬は北アメリカの冬よりもかなり温暖に保たれ
る。メキシコ湾流は海面の風や低気圧の発生など短期的な気象現
象に影響することが知られているが、より長期的な気候や大気の
上部に与える影響はあまり解明されていない。今回、気象解析と
衛星データおよび大気大循環モデルを組み合わせることで、メキ
シコ湾流の影響は海面近くの大気よりもずっと上空にまで及んで
いることが明らかになった。この海流は、上昇して対流圏上部へ
広がる大気の高い壁を停留させ、厚い雨雲を維持する。これが、
メキシコ湾流が局所的な気候と、おそらくはプラネタリー波の伝
播への働きを介して遠隔地域の気候にも影響を及ぼす仕組みと
なっている。表紙は、北アメリカ大陸東岸の地形に沿って、表面
の海流速度を青 - 白の等値線（白が最速）で、上向きの風速を
黄 - 赤（赤いほうが風が強い）で示した図。

Letter p.206参照
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