
脳：場所細胞の場所のわきまえ方
Place cells know their place
ヒトがあちこち移動するとき、空間情報は海
馬の「場所」細胞により符号化され処理され
る。これらのニューロンのそれぞれは、個体
がその「担当場所」にいるときに発火率を増
し、したがって空間位置を発火率で符号化し
ている。海馬の場所細胞の発火パターンは過
去 40 年以上にわたって詳しく調べられ、神
経回路内で場所と時間を符号化する機構を
説明する理論的モデルが複数提案されてい
る。最近の技術的進歩により、覚醒し行動し
ているマウスがバーチャル迷路中を移動する
際の場所細胞の活動を細胞内記録できるよう
になり、こうした理論的モデルの検証が可能
になった。今回その初期の成果として、場所
フィールドの閾値下の 3つの特徴、つまりシー
タ振動数の膜電位振動の振幅増大やベース
ライン膜電位の漸増的脱分極の存在などが
指摘された。	 Article p.941, N&V p.889 参照

生理：魅力的な口説き
An attractive proposition
生物種内、あるいは生物種間の社会的相互
作用が化学物質によるコミュニケーションに
依存していることはよく知られているが、その
基盤となる暗号は、フェロモンの複雑な配合
中に隠されている。Billeter たちは、ショウジョ
ウバエ（Drosophila）のクチクラにあって炭化
水素フェロモンを生産する細胞（エノサイト）
を遺伝的操作により除去し、化学的コミュニ

ケーションを調べるための「空白状態」を作
り出した。意外にも、エノサイトのないショウ
ジョウバエは雄であれ雌であれ、雄のショウ
ジョウバエを性的に非常に強く惹きつけ、別
種のハエの雄さえ強く誘引した。個々の合成
化学物質を使ってショウジョウバエに「匂いを
つける」と、性別や種別に基づく正常な境界
線が回復した。	Letter p.987, N&V p.887 参照

物理：スピンアイスの磁流
‘Magnetricity’ in spin ice
電荷と電流はどこでもみられるが、それらの
磁気版は見つけにくい。磁気「単極子」は、
1 つの極しかもたない磁石に似た、正味の
磁荷をもつ粒子で、これが「スピンアイス」
とよぶ磁気的にフラストレートした（スピン
の向きが矛盾なく配列した状態にない）物
質に存在することが最近予測され、その後
実証されたことから、「磁流」が見つかる
可能性のある系が使えるようになってきた。
Bramwell たちは、スピンアイスであるチタ
ン酸ジスプロシウムパイロクロア（Dy2Ti2O7）
を使って、磁荷とそれらの力学が、電解質（溶
液中ではイオンになり、電気伝導が可能とな
る物質）の理論との類似性に基づく磁荷理
論によって理解できることを示した。彼らは
実際に磁流を観測し、磁荷の基本単位を決
定した。この発見によって、電気と磁気とが
完全に対称になる一例が確立された。

Letter p.956, N&V p.888,

Making the paper p.846 参照

脳：読み書きを司る脳領域
The seat of literacy
我々が読み書きを学習する際に脳に起こる
変化を調べることは、大変に難しい。それは、
読み書き、つまり識字の能力は普通子ども
時代に獲得されるが、この時期にはほかの
多くの発達変化も起きているからである。し
かし南米コロンビアで、子ども時代に読字
教育を受けなかった数人を含む元ゲリラの
グループが、この国の一般社会に復帰した
ことで、識字の過程を脳画像化技術を用い
て調べる機会が得られた。「遅れて読み書き
を教わった人たち」（遅延識字者）と、同国
人の読み書きができないままの人たち（非
識字者）の脳構築の比較から、識字能力の
獲得と関係する可能性のあるいくつかの脳
部域が明らかになった。頭頂葉内の左右の
角回を連絡する経路は、識字の獲得年齢や
能力とは関係なく、読字に重要らしい。

Letter p.983, Abstractions p.846 参照

材料：結晶にうまくつながる準結晶
Well-connected quasicrystals
準結晶は、周期構造で禁じられている 5 回
回転のような「不可能な」充填対称性と長
距離秩序とを兼ね備えた、特異な物質であ
る。これまで準結晶は、金属間化合物、ブロッ
ク共重合体、レーザー定在波パターン作用
下にあるコロイド粒子など	、特定の系でし
か発見されたことがなかった。今回 Talapin
たちは、コロイドナノ粒子の大きさを慎重に
調整し、新しい充填モチーフを用いることに
よってコロイドナノ粒子を自己集合させて、
非周期的な準結晶格子を作製した。そして、
材料の組み合わせ方が異なる数種ナノ粒子
で準結晶を得ており、準結晶形成に重要な
のは球充填と単純な粒子間ポテンシャルだ
けであり、成分間の特殊な相互作用は重要
でないという事実を指摘している。また、こ
れらの準結晶は、古典的なアルキメデス・タ
イリング・パターンに似た構造をとる薄い「ぬ
れ」層を通して、通常の結晶とつなげること
ができる。	 Letter p.964, N&V p.892 参照

神経細胞か前駆細胞か？：非対称な中心体の継承は脳の神経 
発生に極めて重要
NERVE CELL OR PROGENITOR?: Asymmetric centrosome 
inheritance central to brain neurogenesis

中心体は動物細胞の主要な微小管形成中心である。中心体に
本来的に備わっている非対称性は、中心体が細胞周期の異な
る段階で形成される中心小体からなるために生じるが、これ
は幹細胞が分裂する際の重要な要因の 1 つとなる。放射状グ
リア前駆細胞の非対称分裂は、発生中の哺乳類新皮質でのほ
ぼすべての神経発生の説明となる過程である。今回、マウス
胎仔を使った研究によって、この過程もまた、中心小体の非対
称的な継承によって調節されていることが明らかになった。表
紙の左側は間期の放射状グリア前駆細胞で、古い中心小体（赤
色）と新しい中心小体（黄色）からなる中心体をもっている。
有糸分裂（中央）により、古さの異なる中心小体（母中心小
体、赤あるいは黄色）と新しく生じた中心小体（娘中心小体、
緑色）が組み合わさった中心体が 2 つ生じる。2 つあった母
中心小体のうち古いほうを受け取った娘細胞は、新皮質の脳
室帯にとどまって前駆細胞プールを補充するが、新しいほうの
母中心小体を受け取った細胞は、ほとんどが脳室帯から移動
してニューロンに分化する。	 Article p.947, N&V p.891 参照
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細胞：DNA 上を散歩する
A walk down the strand
DNA がかかわる多くの過程では一本鎖の
中間体が生じるが、これは一本鎖 DNA 結
合（SSB）タンパク質の働きによって分解さ
れないように保護されている。SSBタンパク
質は、DNAを保護しつつ、一方で、その後
の処理のためにポリメラーゼや修復因子など
のタンパク質が DNA に速やかに近づけるよ
うにしなくてはならない。一分子蛍光共鳴エ
ネルギー移動を使った大腸菌 SSBタンパク
質の研究によって、このタンパク質が一本鎖
DNA に強く結合したままで、ほかのタンパ
ク質の接近を許す仕組みが明らかになった。
大腸菌 SSB は四量体で、その外側に一本鎖
DNA が巻き付く。意外にも、SSB は一本鎖
DNA に沿ってランダムに移動でき、DNA に
強く結合したままで別の位置に移れる。この
ように拡散できる特性は、例えば DNA 鎖交
換タンパク質 RecA が作る繊維の 3’末端の
伸長を促進したりすることから、生理学的に
重要らしい。	Article p.1092, N&V p.1067 参照

顕微鏡法：超高解像度の顕微鏡法
Super-resolution microscopy
回折限界を超える分解能での画像化の場合、

例えば細胞内の微小な特徴を解像するよう
な場合には、画像化対象を蛍光発色団で標
識する方法か、あるいは、蛍光にはよらな
いものの、はるかに感度の低いほかの顕微
鏡法を使うかしなければならなかった。今
回、ハーバード大学の研究チームは、以前
ほかの多光子顕微鏡法で使われたことのあ
る実験手法を取り入れた、誘導放出顕微鏡
法として知られる別の方法を開発した。この
方法の感度は、標識されていない微小血管
画像化や発色レポーターを用いた lacZ 遺伝
子発現の検出などへの応用で実証された。
この手法は、吸収測定より感度が何桁も高
く、試料中のほかの発色団に干渉されず、
三次元切片法に適している。重要なのは、
すべての分子が誘導放出顕微鏡法の対象と
なりうることである。したがってこの方法は、
かつて超解像顕微鏡法では見ることができ
なかったヘモグロビンなどの非蛍光性物質
の画像化に使うことができる。

Letter p.1105, N&V p.1069 参照

気候：二酸化炭素濃度の低下と一致して起こっ
た氷冠形成
Ice cap fits CO2 reduction
約 3400 万年前の始新世から漸新世への遷

移期に、地球は寒冷化期に入り、大陸規模
の氷冠が急発達して、海水準が低下した。
二酸化炭素濃度の低下は、温室状態から現
在の氷室状態の気候へ至る変化の重要な要
因だったことが一般に認められているが、二
酸化炭素と南極氷床の間の詳しい関係は十
分に解明されていない。Pearson たちは、
最近タンザニアで発見された地質断面から
の極めて保存状態のよい炭酸塩微小化石か
ら得られたホウ素同位体を用いて、始新世
から漸新世への遷移期間中の大気中二酸化
炭素濃度を推定した。二酸化炭素濃度は氷
床の発達をもたらすと考えられるレベルより
も低下したが、その後逆に上昇してから、
再度低下したことがわかった。これらの結果
から、氷床発達に二酸化炭素が果たす重要
な役割が確認され、二酸化炭素濃度の変化
に対して氷床が非線形的な応答をすること
が明らかになった。

Letter p.1110, N&V p.1065 参照

宇宙：土星に見つかった、あっと驚く巨大な環
Saturn's giant surprise
土星の主環系の画像はよくみられるが、こ
れはほんの一部に過ぎない。太陽系に属す
る環の大半は、惑星半径の数倍以内の範囲
にあり、この領域では重力加速度によって
衛星が形成されにくい。土星の暗い E 環は
例外で、土星半径の約 10 倍に達する薄い
塵の広がりからできている。スピッツァー宇
宙望遠鏡は、土星の衛星のうちで最も外側
にあるフェーべの観測を行い、E 環の外側、
土星半径の 128 ～ 207 倍の領域に、未知
の巨大な環が広がっているのを見つけた。
この環の垂直方向の厚さが土星半径の 40
倍であるのは、フェーべが軌道に対して上下
運動していることとうまく一致しており、お
そらくこの環はフェーべから放出された物質
でできているものと思われる。これらの環の
粒子は、土星系の主環から惑星間空間の縁
まで広がっているようだ。

Letter p.1098, N&V p.1064 参照

コペンハーゲン会議の行方：気候関連条約はどのようにして作ら
れる？
DESTINATION COPENHAGEN: Which way to a climate treaty?

国連気候変動会議をわずか 45 日後に控えて、今週号の
News とOpinion では、各国間の折衝のカギとなる問題を
論じている。最新の展開はあまり明るいものではなく、富裕
国と貧困国の考え方の隔たりは相変わらず大きい。Opinion
では、気候変動に関する政府間パネルの議長を務める R	
Pachauri 氏が、折衝に対するインドの姿勢について述べてい
る。Pachauri 氏によれば、インドは前向きな取り組みをめざ
しており、強制的な排出量制限は受け入れないとしても、国
内で努力することで功績を上げたいと考えているようだ。中国
社会科学院の J	Pan 氏は、世界全体の二酸化炭素排出量を
2050 年までに 50％削減し、先進国では 80％削減するとい
うG8 首脳宣言が打ち出した目標を検討し、開発途上国との
公平性を期するなら、より富裕な国は削減量をもっと増やすべ
きだろうと論じている。京都会議の折衝を仕切った外交官で
ある R	Estrada-Oyuela 氏は、コペンハーゲン会議の成功は、
折衝のリーダー役の技量にかかっていると考えている。News	
Feature では、世界の最貧国の中では先頭を切って適応活動
を行っているブータンの国連基金による洪水防止計画につい
て、A	Nayar がまとめている。J	Tollefson は、熱帯の国々が
森林中に含まれる炭素量を見積もるのに使える簡単な方法に
ついて、ペルーから報告している。
News p.1034, News Features pp.1042-1052, Opinion pp.1054-1057ほか参照
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地球：地球の水はどこから来た？
Where did we get the water?
水は、地球上の生命にとって不可欠のもので
ある。そのため、水がどこから来たのかとい
う疑問は、興味深い。F	Albarède は、月が
作られた巨大衝突の時点では衝突天体と原
始地球は「乾燥して」おり、その後、小惑
星帯の向こうからやってきた水を含む物質の
集積によって、初めて揮発性元素を獲得した
という仮説に関する証拠を検討している。そ
して、この水の地球マントルへの移入によっ
てプレートテクトニクスが誘発された。この
メカニズムは、初期の金星でも働いたが、
火星では働かなかったようだと結論している。

Progress p.1227 参照

細胞：翻訳におけるリボソーム
Ribosomes in translation
Reviewでは、先日 2009 年のノーベル化学
賞を共同受賞したばかりのV	Ramakrishnan
が、M	Schmeingと共に、リボソームの構
造や機能の研究の最近の進歩について考察
している。細菌の翻訳の中で、あらゆるタン
パク質の生合成に共通する主要な特性に話
をしぼり、リボソームの構造が明らかになっ
たことで、生化学や遺伝学のますます込み
入った実験が行えるようになった状況が説明
されている。また、細菌のリボソーム構造
の解明は、翻訳の基礎的研究に影響を与え
たばかりでなく、優れた抗生物質の開発基
盤にもなっている。Ramakrishnan のインタ
ビューもあわせてご覧いただきたい（www.
youtube.com/user/NatureVideoChannel）。
 Review p.1234 参照

進化：長期実験でみる進化と適応
The generation game
グルコースを制限栄養素として大腸菌集団
をほぼ 20 年間培養した実験により、ゲノム
進化の速度と様式を検討する機会が得られ
た。今回の研究では、2000、5000、1 万、
1 万 5000、2 万、および 4 万世代後に採
取された大腸菌クローンのゲノムが調べら
れた。適応は急激に減速したが、ゲノム進
化は 2 万世代にわたってほぼ一定であった。
こうした規則正しさは中立進化の特徴と考え
られているが、いくつかの証拠は、これらの
変異のほとんどが有益なものであることを示
している。2 万世代以降、この集団は変異
速度が上昇するよう進化し、中立的な特徴
が目立つ数百の追加的変異を蓄積した。ゲ
ノム進化と適応進化との結びつきが複雑な
ものであることは、まぎれもない。

Article p.1243, N&V p.1219 参照

宇宙：高赤方偏移を示すバースト
Bursting at high redshift
2 つの研究チームが、γ 線バーストGRB	
090423 の赤方偏移を決定し、その他のス
ペクトルデータと共に報告している。これに
よってGRB	090423 は、既知の天体中で最
も古く、また最も遠方にあるものということ
になった。Salvaterra たちは 2009 年 4 月
23 日に、スイフト衛星によりバーストを最
初に検出し、バーストの 14 時間後にラ・パ
ルマ島にある国立ガリレオ望遠鏡を使って、
赤方偏移を z	≈	8.1と決定したことを報告し
ている。Tanvir たちは、ハワイにある英国
赤外望遠鏡を使って、バーストの 20 分後に

赤方偏移を z	≈	8.2とした。これまでに知ら
れているあらゆる天体についての赤方偏移
の中で最も高い値は、ライマンα輝線銀河
の z	=	6.96である。今回の測定結果は、ビッ
グバン後 6 億年という早い時期に大質量星
が生成されγ線バーストとして消滅したこ
とや、こうした大質量星の性質が、100 億
年後にγ線バーストを発生させている星と
非常によく似ていることを示唆している。

Letters pp.1254, 1258, N&V p.1221 参照

感覚：鳥の眼にはナビ機構がある
Flying by eye
鳥はどのようにしてねぐらへ帰ることができ
るのだろうか。動物が地球の磁場によって
体内の「コンパス」感覚を作り上げている
ことには異論がないが、その仕組みについ
ては意見が分かれている。一部の研究者は、
くちばし内部にあって三叉神経と連絡した
磁気受容器によって磁場が感知されると考
えているが、磁気情報が眼の複雑な光感受
機構によって変換されると考えている研究者
もいる。今回、眼が関与しているとする後
者の見方が、ヨーロッパコマドリの神経手術
と行動観察の研究で裏付けられた。コマド
リのクラスター Nとよばれる脳中枢部位を
破壊したところ、磁気による定位ができなく
なったのである。そして、少なくともこの渡
り鳥では、くちばし内の磁気受容器と思わ
れる部位は磁気コンパスによる定位に関与
していない。

Letter p.1274, Abstractions p.1171 参照

細胞：胚盤葉上層細胞に多能性を取り戻させる
Epiblasts regain pluripotency
多能性状態は、最初に胚盤胞期胚の原始外
胚葉細胞で確立されるが、その後の発生過
程で失われる。今回 Bao たちは、7.5 日齢
までのマウス胚の着床後かなりの時間を経
た胚盤葉上層細胞を LIF–STAT3シグナル伝
達に曝露すると、再プログラム化が起こって
多能性が取り戻されることを明らかにしてい
る。これらの細胞は、処理に伴ってトランス
クリプトーム（細胞の総 mRNA）が変化し
た結果、胚盤葉上層細胞にみられる表現型
やエピジェネティックな記憶を失うことがわ
かった。この方法で再プログラム化された
細胞は、自己複製する胚盤葉上層幹細胞と
は異なり、キメラで体細胞組織および生殖
細胞を作出することができる。この研究は、
シグナル伝達やエピジェネティックな再プロ
グラム化が多能性の再獲得を促進する仕組
みを研究するモデルとなる。
 Letter p.1292 参照

力を示す：中性原子に加わる動重力
SHOW OF STRENGTH: Neurtral atoms feel the ponderomotive force

1957 年に Nature に掲載された論文（www.nature.com/
physics/looking-back/boot）は、不均一電場に置かれた荷
電粒子に働く、電磁的ローレンツ力に対する方程式に起因す
る力について述べている。この「動重力」は、電子を捕捉
し制御するのに使えることが、その後まもなくわかった。し
かし、この力は弱く、近代的なレーザーが出現するまで、粒
子加速器と慣性閉じ込め型核融合炉などに使われることはな
かった。しかし今回、この力の新しい形が明らかにされた。U	
Eichmann たちは、短パルスのレーザー場中で中性原子に働
く、今まで検討されたことのない強い運動学的な力を観測し
た。電子に働く動重力が駆動機構となり、地球の重力加速度
より14 桁も大きい強大な加速度が中性原子に加わっている。
このような強さの力は、基礎物理学と応用物理学の両方で、
新しい応用につながるだろう。表紙は、集束レーザービーム
の作用による中性ヘリウム原子の偏向の記録である。

Letter p.1261, Making the paper p.1171参照
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進化：ヒト以外の動物での互恵行動
Vanishing altruism
Robert	Trivers が 1971 年に互恵行動に
関する創意に富み影響力の大きい論文を
発表して以来、互恵行動モデルや「囚人
のジレンマ」型資源分配ゲームのモデル
により、非血縁個体間の協力を説明する主
要な理論的枠組みが整備されてきた。しか
し、自然条件下でヒト以外の動物が資源あ
るいはサービス（機能提供）を普通に交換
する証拠は、ほとんど得られていない。T	
Clutton-Brock は、ヒト以外の動物の野生個
体群にみられる互恵行動の事例を検証して
いる。互恵行動の証拠は乏しく、一見すると
非血縁個体間の協力のようにみえる事例の
多くはおそらく、種内の相利共生あるいは操
作に当たるものだと結論している。

Review p.51, Abstractions p.9 参照

物性：コロイドで作られたもろいガラス
Glass fragility in colloids
ガラスは、ガラス転移点に近づく際に緩和
時間が顕著な温度依存性を示すかどうかに
よって、フラジャイル（もろい）とストロング
（強い）のいずれかに分類できる。これまで、
分子性液体でこのような挙動を調べ、それ
が何に起因するのか解明することは困難だっ
た。今回 Mattsson たちは、変形可能な粒
子を含むコロイドも、このような多様な挙動
を示すことを明らかにしている。従来、コロ
イドはフラジャイルなガラスのみを形成する
と考えられていた。このようなコロイドのフ

ラジリティーは粒子の弾性に依存しており、
柔らかい粒子は「ストロングな」ガラスと同
じ挙動をもたらす。コロイドは画像化法など
の手法で調べやすいので、このモデル系は、
ガラスのフラジリティーがどこから生じるの
かを解明するのに役立つ可能性がある。

Letter p.83, N&V p.45,  
Making the paper p.9 参照

地球：余震なのか、小さい地震なのか
Aftershock or small quake?
大陸内部の地震災害の評価は、歴史記録に
ある小さい地震の位置が、これから先に大
地震を起こしそうな継続的な変形と関係が
あるという仮定に大きく依存している。だが、
この仮定はどうも正しくないようだと考えら
れ始めている。2008 年 5 月の汶川地震で
立証されたように、最近の地震活動が低い
断層でも、大地震が起こらないわけではな
いのだ。S	Stein とM	Liu は、最近起きた
多くのプレート内地震はおそらく、数百年前
に起きた大地震の余震であり、したがって、
将来の大地震の場所を示してはいないと主
張している。彼らは、余震系列の持続時間
は、断層に負荷がかかる速度に反比例する
ことを予測する、単純なモデルを示してい
る。したがって、定常状態の地震活動とし
て大陸の地震を取り扱う一般的な考え方は、
現在地震活動が活発な地域の災害を過大評
価し、それ以外の地域では過小評価してい
る可能性がある。

Letter p.87, N&V p.42 参照

がん：KRAS がんを狙い撃つ
Targeting KRAS cancers
ヒトがんの約 20%では RASファミリーの遺
伝子に変異があらかじめ存在することから、
RASタンパク質はがん治療の標的となると考
えられている。RASタンパク質を直接標的と
することは、これまであまり成果が上がって
いなかったが、今回 2 つの研究により、こ
れに代わる標的が RAS 下流のシグナル伝達
経路に存在する可能性が示された。Barbie
たちは、RNAi を用いた合成致死スクリー
ニングにより、NF-κBシグナル伝達経路中
にある TBK1 が KRAS 形質転換細胞の生存
に必須のキナーゼであることを突き止めた。
TBK1 は抗アポトーシスシグナルを誘導する
ことから、がんの治療標的となると予測され
る。一方、Meylan たちは、Kras の変異と
p53 の欠損によって肺がんが生じるマウス
モデルを用い、NF-κB	シグナル伝達経路は、
この 2 つの変異の協同的な働きによって活
性化され、腫瘍の発生と維持に必要である
ことを明らかにしている。

Letters pp.104, 108, N&V p.44 参照

免疫：自己免疫における T 細胞の挙動
T cells in autoimmunity
多発性硬化症のモデル系である実験的自己
免疫性脳脊髄炎ラットの蛍光二光子顕微鏡
を使った研究から、自己免疫疾患を引き起
こす血中の T 細胞は、まず脊髄髄膜の脈管
構造の内部表面に直接くっついて表面を調
べるように移動し、血流の方向に逆らっては
うように進む場合もあることが明らかになっ
た。T 細胞は、脳血管関門を突破してしまう
と抗原を提示している貪食細胞と会合し、そ
れによって分化が一層進み、組織に浸潤し
ていく。T 細胞との相互作用に関与する構造
は、自己免疫性脳疾患に対する治療標的と
して有望な候補となるだろう。

Letter p.94, N&V p.41 参照

免疫：監視役としての HMGB タンパク質
HMGB protein sentinels
染色体のHMGB（high-mobility	group	
box）タンパク質であるHMGB1、HMGB2、
および HMGB3 が、核酸受容体を介する
自然免疫応答の活性化全般に不可欠である
ことが、今回明らかになった。HMGB は、
Toll 様受容体のリガンドと思われるものであ
れ、細胞質内受容体のリガンドと思われるも
のであれ、調べたすべての免疫原性核酸に
結合したことから、細胞内核酸全般に対す
る万能の監視役としての生理的役割をもつ
可能性があると考えられる。

Letter p.99 参照

生存を賭ける：細菌での両賭け戦略の実験的進化
DICING WITH SURVIVAL: Experimental evolution of bet hedging 
in bacteria

生き延びようとする生物は、変動し続ける環境にうまく対処
していかなければならない。1 つの解決法は、特定の合図
に応じて表現型を変更していけるような感知機構を進化させ
ることだ。その代わりになるもっと簡単な方法は、表現型の
確率的、あるいはランダムな切り替え、つまり「両賭け戦
略」である。環境に似て変動する実験条件下に置かれた蛍光
菌（Pseudomonas fluorescens）の研究によって、両賭け行動
がどのように進化するのかがリアルタイムで示された。表紙
は、コロニーのタイプをランダムに切り替える能力を進化させ
た蛍光菌株のコロニーである。この株はこうした戦略により、
異なるタイプのコロニーが次々と有利になる人工的環境で確
実に生き延びられるようになった。両賭け戦略がこのような
単純な生物に存在すること、またそれに関与する変異が同定
されたことで、常に変動する環境ではリスク拡散行動がどのよ
うに報われるのかが明らかになった。こうした戦略は、変動
する環境内にある生命体で最も早期に進化した解決法の 1 つ
なのかもしれない。	 Letter p.90 参照
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免疫：M 細胞による免疫
M cells in immunity
粘膜免疫系は、粘膜表面を病原体から守る
のに主要な役割を果たしているが、共生細
菌叢の定着にも大きくかかわっている。粘
膜免疫応答を誘導するためには、粘膜表
面上の抗原はまず不透過性の上皮障壁を
横断して、パイエル板などのリンパ構造の
中へ入らなければならない。この抗原トラ
ンスサイトーシスとよばれる働きは、パイ
エル板の特殊化した上皮細胞であるM 細
胞によって主に行われていると考えられて
いる。抗原トランスサイトーシスの機序の
研究から、小腸 M 細胞の管腔側に発現し
ている glycoprotein	2 という糖タンパク質
が、FimH 抗原を発現している細菌に対す
るトランスサイトーシス受容体であることが
明らかになった。M 細胞は経口ワクチンの
有望な標的と見なされており、この研究は、
glycoprotein	2 に依存するトランスサイトー
シスがワクチンの標的となりうることを示し
ている。	 Letter p.226 参照

薬学：古い薬の新しい標的
New targets for old drugs
ほとんどの薬剤は、単一の標的タンパク質
に選択性をもつように作られているが、それ
以外のいくつかの標的にも結合することが
多い。なかには本来意図しない標的との「オ
フターゲット」な結合によってさまざまな重
症度の副作用が引き起こされることもある
が、そうした結合の一部は薬効に不可欠な
ものである可能性がある。今週号では、既
存薬がもっている可能性のある「オフター
ゲット効果」を見つけ出す新しい戦略が報告
されている。3665 種類の FDA 承認薬およ

び治験薬について、標的タンパク質と結合す
るリガンドとの構造比較によるスクリーニン
グが、数百種類の標的タンパク質を選んで
コンピューターを用いて行われた。薬剤とさ
まざまなリガンド群との化学的類似性から、
数千のオフターゲットな結合の存在が予測さ
れ、その一部は薬理学的アッセイで確認さ
れた。この手法は、既存薬や薬剤候補の副
作用を予測したり説明したりするのに役立つ
と考えられ、また、ヒトでの使用が既に承認
されている薬剤の新たな適応症を見つけ出
すことにもつながるかもしれない。

Article p.175, N&V p.167 参照

物性：グラフェンの分数量子ホール効果
Graphene takes charge
分数量子ホール効果は、二次元に閉じ込め
られて強磁場を印加された、強く相互作用
する電荷キャリアに関係する集団的挙動の
典型的な表れである。「完全な」二次元系
と見なせる炭素原子層であるグラフェンの
中に存在する電荷キャリアは、強い相互作
用を受けると予測されている。それにもか
かわらず、分数量子ホール効果はこれまで
実験的に観測されたことがなかった。今回
2 つのグループが、宙吊りにしたグラフェン
シートで二端子測定装置を使い、この分数
量子ホール効果を観測したことを報告して
いる。また、低キャリア密度では、磁場によ
り誘起された絶縁状態が観測された。これ
は分数量子ホール効果と競合するため、最
良質の試料でしか観測することができない。
これらの結果は、グラフェンにおけるディラッ
クフェルミオンの多様な集団的挙動の研究
に道を開くものである。

Letters pp.192, 196, N&V p.170 参照

細胞：言語の進化
Language evolution
転写因子 FOXP2 は、ヒトの発語に関係する
ことがこれまでにわかっている唯一の遺伝子
だが、対応するチンパンジーの遺伝子とほ
とんど違いがない。新たな実験で、FOXP2
の下流の転写標的の活性化にはヒトとチン
パンジーで違いがみられ、この差は両者の
FOXP2 にあるアミノ酸 2 個の違いから生じ
ていることが明らかになった。各 FOXP2 が
影響を及ぼす遺伝子ネットワークの相互作用
の違いが、チンパンジーとヒトの脳にみられ
る対照的な遺伝子発現パターンに反映され
ている。これらのデータは、ヒト系統で起こっ
た FOXP2 の進化上の変化がヒトの脳の発生
や中枢神経系の病気に直接影響し、また、
ヒトの言語回路の発生に極めて重要な役割
を果たしている可能性があるという説を裏付
けている。
Letter p.213, N&V p.169, Abstractions p.135 参照

気候：予想ほど暖かくなかった始生代の海洋
A cooler Archaean ocean
従来、約 35 億年前の始生代の気候は非常
に暖かく、海洋の温度はおそらく80℃くらい
だったと広く考えられてきた。しかし、こうい
う見方は、堆積鉱床の酸素同位体比から古
代の海洋温度を推定するという確立されてい
る方法は不確実性がかなり大きいという理由
で、疑問視されるようになっている。Hren た
ちは別の方法を選び、南アフリカの 34 億年
前のバック・リーフ・チャート堆積物の酸素
同位体と水素同位体の分析に基づいて、海
洋温度を推定した。採取した同位体は、高く
ても約 40℃の水中で形成された場合と一致
している。この結果は、地球の初期の海洋が
これまで考えられてきたよりはずっと冷たかっ
たことを示唆している。	 Letter p.205 参照

細胞：コヒーシンのアセチル化
Cohesin acetylation
コヒーシン環は、細胞分裂の際に一対の姉
妹 DNA 分子を囲い込んで、これらが正しく
分離されるように働く。このコヒーシン環は
転写装置の進行は妨げるが、細胞周期の S
期に複製装置がゲノムを複製するのは妨げ
ない。単一分子解析により、複製複合体（複
製因子C–CTF18クランプローダー）がコヒー
シンをアセチル化し、それによりコヒーシン
と調節因子の結合が緩んで、複製フォーク
の進行が促進されることがわかった。ロバー
ツ症候群患者の細胞にみられるように、ア
セチル化が起こらないと複製フォークがうま
く進まなくなり、DNA 損傷が蓄積する。

Letter p.231 参照

緑色蛍光タンパク質の蛍光発生過程：古典的な遺伝子発現マー
カーの蛍光を誘導する振動
INSIDE GREEN FLUORESCENT PROTEIN: The vibration that 
powers the classic gene expression marker

オワンクラゲ（Aequorea victoria）から得られる緑色蛍光タン
パク質 GFP は、効率のよい生物発光を示すため、生命科学分
野で遺伝子発現マーカーとして広く用いられている。だが、こ
の生物発光を生じる励起状態プロトン移動の詳細は、まだ十
分に解明されていない。Fang たちは、GFP 発色団のフェムト
秒誘導ラマン分光測定により詳細な時間分解振動スペクトル
を得て、低振動数の骨格振動が GFP に重要なプロトン移動過
程を起こさせるようすを明らかにしている。この方法は、膨大
な数の生物学的研究にとって重要な反応を解明するばかりで
なく、多次元化学反応時の分子構造変化のリアルタイム観測
を可能にするものでもあり、反応機構の決定に幅広く応用で
きると考えられる。	 Letter p.200, Making the paper p.135 参照
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