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北極は氷に覆われていなかった
No need for an icy north

最近まで北半球氷床の成立は1100万年前
から500万年前の間に始まったと考えられ
てきたが、全球の氷床量の推定値が 4160
万年前に南極の許容量を超過することなど
の矛盾する証拠があるため、この説には疑
問が投げかけられている。Edgar たちは、
その時期に両半球に大きな氷床が存在して
いたという仮説を、赤道大西洋で得られた
海底堆積物の記録を用いて検証した。彼ら
が求めた氷床量の推定値は、容易に南極に
おさまるものであり、北半球には大きな氷
床が存在していなかったことを示している。
この発見は、南極と北極では大陸と海洋の
分布状況が異なっているために、北半球よ
りも南半球のほうが先に大陸氷河作用の閾
値を超えたことを示唆する気候モデルシミュ
レーションを支持している。
23 August 2007 Vol.448 / Issue 7156

Letter p.908 参照

クロール・ミランコヴィッチ理論を検証する
Astronomical climate change

気候変化に関するクロール・ミランコヴィッ
チ理論では、氷期-間氷期のサイクルは夏期
の北半球高緯度域が受ける日射量の変化に
よって駆動される、つまり、サイクルは地球
の軌道要素の変化によって起こると考えら
れている。川村賢二たちは、この仮説を検
証するために、夏期の局地的な日射量変化
の代理指標データである、氷に閉じ込めら
れた空気中の窒素分子と酸素分子の存在比
を使って、南極の氷床コアの新たな年代情
報を構築した。その結果、過去36万年間に
わたって軌道要素変動の時間スケールでの南
極大陸の気候変化は北半球の日射量変化よ
りも遅れていたことと、過去4回の氷期から
間氷期への遷移期における南極大陸の温度
上昇は北半球の夏期の日射量が増大する時
期に起こったことが示された。したがって、
これらの知見は、クロール・ミランコヴィッ
チの仮説を裏づけていることになる。
23 August 2007 Vol.448 / Issue 7156

Letter p.912 参照

ゴリラとたもとを分かったとき
Gorillas leave the line

ゴリラ、チンパンジー、ヒトの各系統が分岐
した年代は、化石の証拠から決めることはほ
とんどできず、分子系統学の研究領域とさ
れてきた。諏訪元たちは今回、エチオピアで
発見された歯の化石が、1000万年前のもの
でありながら現生ゴリラに極めてよく似てい

ることについて報告している。これらの歯は
新種の化石類人猿のものとされたが、それ
がゴリラの系統に含まれる動物であるなら、
チンパンジーとヒトの共通祖先とゴリラとの
分岐はそれ以前に起こっていたはずであり、
最新の遺伝子塩基配列の比較から得られた
分岐年代に制限がつけられることになる。
23 August 2007 Vol.448 / Issue 7156

Letter p.921 参照

抗うつ薬の設計
Antidepressant design

三環系抗うつ薬は、脳のナトリウム共役型
神経伝達物質輸送体を阻害することによっ
て薬効を示すが、これらの阻害薬の分子レ
ベルでの作用機構はほとんどわかっていな
い。好熱性細菌 Aquifex aeolicus から単離し
た LeuT ロイシン輸送体は神経伝達物質輸
送体の相同体で、今のところ構造解析に使
えることが証明されている唯一の相同体で
ある。今回Singhたちは、クロミプラミン、
デシプラミン、およびイミプラミンという3
種類の抗うつ薬がLeuTに結合する機序を調
べた。これらの薬物は細胞外に向いた窪み
に非競合的に結合して、基質の放出を阻害
する。ヒトの脳にあるノルエピネフリンやセ
ロトニンの受容体はLeuTとは大きく異なっ
ているが、治療効果が期待される新たな阻
害薬の開発に活用できそうな新たな領域が、
今回の研究によって示された。
23 August 2007 Vol.448 / Issue 7156

Letter p.952 参照

ニューロンの移動：ギャップ結合がする仕事
NEURAL MIGRATION: Gap junctions stick 
to their task

ギャップ結合は、隣接する細胞どうしが小孔
やチャネルを形成し、シグナル分子やイオン
が細胞間を自由に行き来できるようにする
構造であり、脊椎動物では成熟細胞や発生
中の細胞の多くでみられる。その機能は主
に、細胞間の分子輸
送だと考えられてき
た。だが、それ以外
にも役割があること
がわかった。Elias た
ち は 今 回、 ニューロ
ン の 移 動 に ギャップ
結合がかかわってい
ることの証拠を示し
ている。移動に重要なのは、ギャップ結合の
チャネルの伝導性ではなく、ギャップ結合タ
ンパク質の接着特性や細胞間接触部位の性
質であることも明らかにされた。この発見

は、脳の発生にかかわるだけのものではな
い。腫瘍転移への関与など、ギャップ結合の
ほかの多くの機能も、小孔としての働きだ
けでなく、接着機能にも依存している可能
性が出てきているため、ギャップ結合はこれ
までに考えられたことのないような方法で
調べられるかもしれない。
23 August 2007 Vol.448 / Issue 7156

Letter p.901 参照

酸素濃度の上昇が遅れた理由
Coming up for air

地球上の生命にとって極めて重要な大気中
の酸素レベル上昇は、約 25 億年前に起き
た。しかし、その原因となったと考えられ
る、酸素を生産するシアノバクテリアの存在
の証拠はさらに2億年古い岩石で見つかっ
ている。この細菌が本当に酸素を供給して
いたのならば、この遅れはなぜ生じたのだ
ろうか。L KumpとM Barleyは、地球のテ
クトニクス（地殻変動）の進化がかぎだと
考えている。最初は、海底火山が酸素のシ
ンクとして働き、酸素が大気中に放出され
るのを妨げていたのかもしれない。その後、
約25億年前の大陸安定化に伴う主な変動が
終わると火山活動のパターンが変わり、海
底火山が急激に減少し、還元力のより低い
地表の火山のほうが多くなった。その結果、
海底火山によって吸収される酸素が少なく
なり、大気中に酸素が出現する準備が整っ
たというのである。
30 August 2007 Vol.448 / Issue 7157

Letter p.1033, N&V p.1005 参照

フェロモンで決まる愛の形
Love is in the air

哺乳類で雄と雌の行動に大きな違いが生じ
る仕組みについて、これまでは性腺ホルモ
ンが脳の発生初期に神経回路を誘導して、
雄あるいは雌の特性を誘導あるいは抑制す
るとする説が有力だった。しかし新しい研
究では、雄としての配偶行動をとるか雌と
しての配偶行動をとるかという性的指向は、
発生の際にあらかじめ決まるわけではない
ことが示唆されている。雌の成体マウスで、
フェロモンの感知によって性行動が変化す
ることがわかったのである。この現象で重
要なのは鋤鼻（じょび）器官だが、これは
鼻と口の間の鋤骨にある補助嗅覚器官で、
その機能はわかっていなかった。鋤鼻器官
に異常のある雌は雄のような性行動をとる
ことから、雄、雌どちらの脳にも雄性行動、
雌性行動のエフェクター回路の両方が存在
し、少なくとも雄では、性別に特異的な感
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覚調節因子によってオン・オフが切り替えら
れていると考えられる。ヒト成体には機能
をもった鋤鼻器官はないと考えられている
が、今回の発見によって、ヒトの性特異的
行動の研究に新しい道が開けるだろう。
30 August 2007 Vol.448 / Issue 7157

Article p.1009, N&V p.999 参照

星周エンベロープの中をのぞく
Think inside the envelope

原始惑星円盤が、その周囲を取り巻く母体
のエンベローブから物質を降着させているの
が、クラス 0 原始星 NGC 1333-IRAS 4B で
初めて観測された。これは、あらゆる恒星
や惑星系が、その形成の際に必ずたどると
されている非常に重要な初期段階だ。スピッ
ツァー宇宙望遠鏡による観測で、水蒸気から
放射される中間赤外領域の輝線スペクトルが
多数見つかった。このスペクトルは、エンベ
ロープから物質が落ち込んで生じる衝撃波
によって加熱された、極端に高密度の円盤
表面に由来することを示している。いった
ん原始惑星円盤ができると、塵粒子の衝突
でできた天体がさらに大きくなって、微惑
星が成長するとされている。しかし現行の
理論では、メートルサイズの岩石の形成段階
を説明できない。理論では、こうした天体
はすぐに中心の原始星に落下してしまうた
め、キロメートルサイズの微惑星が形成され
ないのだ。新たに行われたコンピューターシ
ミュレーションでは、ガス円盤と岩石の相互
作用によって極端に密度の高い領域ができ
ることが示唆される。この領域では岩石ど
うしが非常に接近しているので、それら相
互の重力により引き寄せられて何キロメー
トルものサイズの固体の天体になり、微惑
星が直接形成されて惑星の構成要素となる。
30 August 2007 Vol.448 / Issue 7157

Letters pp.1022,1026, N&V p.1003 参照

琥珀の中のハチ：送粉者の化石によって明
らかになったランの起源年代
CAUGHT IN AMBER: Fossilized pollinator 
reveals the age of orchids

ダーウィンの時代から、生物学者たちはラン
とその送粉者の間の親密な関係に魅せられ
てきたが、この関係がいかに古いものかが、
今週号の表紙に掲げられているすばらしい
化石により実証された。ドミニカ共和国で
見つかったこの 2000 万～1500 万年前の
琥珀の中に保存されていたのは、ランの花
粉塊を背中に付けたハリナシバチである。花
粉塊は雄性の繁殖構造物で、多量の花粉（粒）
を備えており、これが送粉時に1つのユニッ

トとして運搬される。意外なことに、疑い
なくラン科植物のものとされる化石として、
これは初めて見つかったものだ。花粉塊の
形態から、この植物
はGoodyerinae亜連
であることがわかっ
た。このことと近縁
種化石の年代を併せ
て考えることで、ラ
ン科の分子系統の新
しい時間目盛りが得
られた。今回の解析
により、ラン科の起源は比較的新しい（第
三紀）とする一般的な説が棄却され、その
起源は8000万年前の後期白亜紀であるこ
とが示唆される。
30 August 2007 Vol.448 / Issue 7157

Letter p.1042 参照

地球を襲ったバティスティーナ族の火球
Baptistina of fire

キロメートル規模の天体が月や地球大気に衝
突する長期的な平均衝突フラックスは、一
連の証拠によると、過去1億年間で2倍か
それ以上に増加したようだ。Bottkeたちは、
この急激な増加はおそらく、小惑星バティ
スティーナの親天体がおよそ1億6000万年
前に主小惑星帯の内側で破壊されたためで
あることを、数値シミュレーションを用いて
示している。破片はその後、地球型惑星に
衝突する可能性のある軌道をめぐるように
なった。この小惑星のシャワーが、6500万
年前の白亜紀/第三紀境界の大量絶滅を引き
起こしたチクシュルーブ（Chicxulub）衝突
天体の起源として、最も可能性が高い。
6 September 2007 Vol.449 / Issue 7158

Article p.48, N&V p.30 参照

飛び出す顎で獲物を押さえ込む
Up in the mouth

ほとんどの魚類は口を開けて獲物を捕まえ、
吸い込み、喉の奥にある「咽頭顎」という鰓
骨格に由来する第2の顎で咀嚼する。しかし、
ウツボの場合、これではうまくいかない。貪
欲な捕食者であるにもかかわらず、体があま
りに細長いために通常の吸引機構がうまく働
かないのだ。そこで、咽頭顎まで獲物を吸い
込む代わりに、喉の奥にある咽頭顎が口腔内
にまで飛び出てきて獲物をつかむ。この革新
的特徴は、ウツボがサンゴ礁の捕食者として
成功するのに役立っていると思われる。一見
に値するこの光景は、www.nature.com/
nature/videoarchive/jaws/index.htmlの
動画で見ることができる。

6 September 2007 Vol.449 / Issue 7158

Letter p.79, N&V p.33 参照

振動を励起する
Exciting vibrations

固体の相変化を起こすには、例えば、光パ
ルスや電流を用いて「ホットな」電荷を注
入して系の電子状態を変化させるなど、巧
妙な方法がいろいろ存在する。今回Riniた
ちは、これらとはまったく異なる、テラヘ
ルツ放射の超高速パルスを用いて、磁気抵
抗を示すマンガン酸化物の個々の振動モード
を励起する方法について報告している。こ
の系は強く相関した電子をもっており、結
晶構造のちょっとした変化でさえ、電子的
特性や磁気的特性に大きな影響を及ぼしう
る。励起された振動は、その材料を安定絶
縁相から準安定金属相へ変化させるのに十
分である。選択された振動モード、特に金
属-酸素フォノンのコヒーレント操作による
相制御は、例えば Cu-O 振動が高温超伝導
体の電子的特性にどのように影響を及ぼす
かといった問題に取り組む場合など、ほか
の複雑な固体への応用が可能かもしれない。
6 September 2007 Vol.449 / Issue 7158

Letter p.72 参照

ミャンマーの津波リスク
Myanmar's tsunami hazard

2004 年に発生したスマトラ - アンダマン地
震とインド洋津波は、多くの地球科学者に
とって予想外の出来事であった。現在では、
2004 年の地震のすぐ東に当たるスマトラ
島中央部沖で、別の巨大地震の危険性が高
まっていることは広く認められているが、
さらに北の、ベンガル湾北部のミャンマー

（かつてのビルマ）沿岸に沿った沈み込み帯
にはあまり関心が払われていないようであ
る。しかし、P Cummins は、この地域で
巨大地震が起きる可能性があり、多くの人
たちが何の備えもなく地震と津波の危険に
さらされていると指摘している。
6 September 2007 Vol.449 / Issue 7158

Letter p.75, N&V p.33 参照

視覚における精度
Precision in vision

哺乳類の視覚系では、視覚刺激によるスパ
イクの発火はミリ秒スケールのタイミングで
起こるが、それに対応する視覚処理自体の
時間スケールはそれよりかなり遅い。そこ
で、スパイク発火タイミングそのものが何ら
かの形で神経符号を担っているかどうかが、
ずっと以前から議論の的となってきた。今

※「今週号」とは当該号を示します。
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回、視覚情報の一次処理部位であるネコ外
側膝状体での実験で、スパイク発火タイミン
グの精度はあらゆる種類の視覚刺激に関し
て、絶対的ではないことが示された。精度
は刺激の時間スケールに比例して決まるた
め、刺激の正確な表現を作るには、発火の
タイミングがかなり高い精度をもつことが
必要となるのである。
6 September 2007 Vol.449 / Issue 7158

Letter p.92 参照

慣性という謎：地球の自転が時空を変形する
仕組み
THE RIDDLE OF INERTIA: How Earth's 
rotation reshapes space and time

乗り物が加速・減速したり曲がったりする
ときに感ずる引力や遠心力は、「慣性」の物
理的現れである。慣性は外力が働かないと
きに、物体を静止状
態に保ったり、ある
いは直線上を等速移
動させたりする。一
般 に ニュートン の 運
動の第一法則で定義
される「古典的」慣
性 の 性 質 や、 アイン
シュタインの一般相対
論によれば、自転する質量に伴うとされる
慣性系の引きずりは、長い間物理学者を魅
了してきた。今週号の Review Article で I 
Ciufoliniは、慣性系の引きずりの研究にお
ける、地球周回人工衛星が行った測定に基
づく最近の進歩について考察している。表
紙は、NASAのGRACE計画で測定された精
密な重力値を用いた、全地球重力ポテンシャ
ルモデルEIGEN-GL04Cから導かれた重力異
常を示している。地球の自転は空間、そし
て時間までも引きずっており、壮大な尺度
の慣性系の引きずりを示している。
6 September 2007 Vol.449 / Issue 7158

Review Article p.41 参照

赤色巨星にのみ込まれなかった惑星
Planets in the red

太陽系外惑星は200個以上知られているが、
その大部分は、太陽と同じような主系列星
の周囲をまわっている。これらの恒星は、
中心核の水素を使い果たすと膨張して赤色
巨星になり、恒星の表面はたやすく内惑星
に達してのみ込んでしまう。このようなこと
は、ほぼ50億年後には太陽でも起こるだろ
う。その後、地球の運命がどうなるかはよ
くわからないが、赤色巨星以降の段階にあ
る中心星の周囲をまわる惑星が見つかった

ことにより、何らかの形で残る可能性もあ
るらしいことがわかった。この惑星は、中
心星ペガサス座V 391から1.7天文単位（AU、
1 AUは地球と太陽の平均距離）離れた軌道
をまわっている。中心星は、赤色巨星の段
階での最大半径が0.7 AUで、主系列星の段
階では惑星との距離が1 AUだった。この結
果は、2 AU（AUの定義からわかるように
太陽の場合も含まれる）よりも内側の軌道
をまわる惑星が、赤色巨星の膨張によるの
み込みを免れることがあるのを示している。
13 September 2007 Vol.449 / Issue 7159

Letter p.189, N&V p.147 参照

植物vs微生物
Plant versus microbe

多くの植物病原菌は、宿主植物の防御機構
を無力化することによって病原性を高め
るエフェクタータンパク質を進化させてき
た。一方、植物の側は、非常に特異性の高
い病害抵抗性タンパク質を発達させること
で、これに対抗してきた。こういう抵抗性
タンパク質はエフェクタータンパク質を認識
して、多くの場合局所的な細胞死の誘導に
よって、感染を制限する。今回、トマト斑
葉細菌病菌である Pseudomonas syringae の
このようなエフェクタータンパク質の1つで
あるAvrPtoの、Ptoキナーゼと結合した状
態での結晶構造が明らかにされた。Ptoキ
ナーゼは、斑葉細菌病に対する抵抗性をト
マトに与える。AvrPtoとPtoキナーゼの相
互作用の性質から、感染の際のAvrPtoの標
的を擬態するようにPtoが進化してきた可
能性が考えられる。
13 September 2007 Vol.449 / Issue 7159

Letter p.243 参照

ポジトロニウム分子の生成
Positronium molecules

電子とその反粒子である陽電子が一緒になっ
て、水素に似た準安定原子を作りうること
はずっと以前から知られており、この原子は
ポジトロニウム（Ps）とよばれている。2つ
のPs原子が結合すればポジトロニウム分子

（Ps2）ができる可能性があると考えられたが、
この分子はこれまで明確に観測されたこと
はなかった。今回、陽電子の強いバーストを
多孔質シリカ薄膜に注入することによって、
Ps2が孔の内部の表面で生成された。一層強
い陽電子源を用いれば、Ps2 分子のボーズ・ 
アインシュタイン凝縮体を作れるかもしれな
い。これは、基礎科学の分野において非常に
重要なだけではなく、対消滅γ線レーザーの
実現に向けた重要な出来事になるだろう。
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Letter p.195, N&V p.153 参照

火星の氷床の歴史
Taking a tilt at Mars

火星は、軌道面に対する自転軸の傾きなど
の天文学的要因が大きく変動するために、
地球の場合よりも太陽光照射の変動がずっ
と大きい。したがって、火星の気候変動は
地球よりも激しい。N Schorghoferは、火
星の表面下にある氷床の後退と前進を、40
回の主要な氷河期を含む、500万年にわたっ
て説明できる気候モデルを開発した。この
モデルは、火星表面下にある氷の現在の分
布も説明できる。また、火星氷河期の、長
いが比較的単純な層序学性質からわかった
ことは、地球上のより複雑な事象を解釈す
る際の助けになるだろう。
13 September 2007 Vol.449 / Issue 7159

Letter p.192 参照

兆しを読みとる：生態系の砂漠化を告げる
植生からの警告
READING THE SIGNS: Clues in the 
vegetation warn of ecosystem 
desertification

地球の陸地の約40％は乾燥生態系で、そこ
に住む人口は20億を超えるが、この生態系
は気候変動や人間活動の影響を非常に受け
やすい。Kéfiたちは、スペイン、モロッコ、
ギリシャの地中海性生態系で調べたデータ
と数値シミュレーションを用いて、植生パッ
チのサイズ分布がべき乗則に従うことを明
らかにした。放牧圧
が高まると、砂漠状
態への移行が近づく
につれ、パッチサイズ
がべき乗則から逸脱
す る。 つ ま り パッチ
サイズ 分 布 は、 砂 漠
化の危険を早期に示
す警告として役立つ
可能性がある。表紙は、スペイン、ベルチッ
テ（Belchite）にある El Planerón 自然保
護区の景観（上段）と、その破壊の状況（下
段）を示している。もう 1 つの報告では、
Scanlonたちが衛星画像を使って、カラハ
リ盆地の樹木クラスターのサイズ分布がやは
りスケールフリーなべき乗則に従うことを明
らかにしている。これは、現存の樹木を囲
む望ましい環境がもたらす正のフィードバッ
クによって説明できる。
13 September 2007 Vol.449 / Issue 7159

Letters pp.209, 213, N&V p.151 参照
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