
構造生物学：G アクチンから F アクチンへ
The	G-to-F	of	actin

アクチンはほとんどすべての真核細胞で、細
胞運動や筋収縮などの多くの細胞過程を駆
動する繊維状の F- アクチンと、F- アクチン
を作り出す球状の G- アクチンという単量体
の 2 つの形で存在している。以前の重合体
のモデルは主に G- アクチンの構造をもとに
しており、G- アクチンから F- アクチンへの
遷移の際に起こる構造変化は、まだはっきり
していなかった。今回、F- アクチンの構造
が高分解能で決定され、G- アクチンでプロ
ペラのようなねじれを形成している2 つの主
なドメインが、F- アクチンではねじれておら
ず、分子が平らになっていることが明らかに
なった。分子が平らになることと、らせん状
の配置をとることで、ストランド内およびスト
ランド間の接触が安定化される。この G か
ら F へのコンホメーション遷移は、アクチン
についての以前の生化学的研究と完全に一
致している。	 Article 441, N&V p.389 参照

気候：季節の調整
Seasonal	adjustments

季節の移り変わりに伴ってみられる地球表面
気温の変動は多くの研究で報告されている
が、これらの変化がどの程度自然変動を反
映しているかははっきりしていない。Stine
たちは、こうした季節変化を陸と海の両方
で空間的にマッピングし、近年（1954 ～
2007 年）の変化傾向をそれ以前（1900
～ 1954 年）のものと比較して、この問題
を新たな観点から見直した。古いほうの気

温記録は自然変動が支配的であると仮定す
ると、近年の変化傾向は極めて異常にみえ
る。すなわち、1954～ 2007年においては、
陸域の気温のサイクルには 1.7 日の早まり
がみられ、季節サイクルの振幅（夏と冬の
温度差）は減少している。この減少に関与
する機構はまだわかっていないが、1954 ～
2007 年の陸域の変化傾向を調べたところ、
自然変動とは一致しておらず、したがって人
為起源の可能性があることが示唆された。

Article p.435, N&V p.391 参照

細胞：環状 ATP アーゼによる DNA のつめ込
み方
ATPase	rings	the	changes

ホモマーである環状 ATP アーゼはあらゆる
種類の生物で見つかっていて、染色体分離、
タンパク質のアンフォールディング、ATP 合
成など多くの過程にかかわっている。こうし
た著しく多様な機能は、ATP の結合と加水
分解を行う、1 個の高度に保存されたコア
構造から生じる。この酵素が ATP 加水分解
と力学的機能をどのように結びつけているの
かは、ほとんど解明されていない。バクテリ
オファージΦ 29 がもつこのような環状 ATP
アーゼの 1 つは、二本鎖 DNAゲノムをウイ
ルスの外殻につめ込むのにかかわっている。
Moffitt たちは、この 5 つのサブユニットか
らなるモーターが DNA を一度に 10 塩基
対（bp）ずつ畳み込むことと、その 10bp
は 2.5bp ずつの 4ステップに分けられて処
理され、その各ステップが ATP	1 分子の
加水分解と相関して起こることを明らかにし

た。ステップ中の塩基数がこのように整数で
ない例はこれまで見つかっておらず、環での
ATP 加水分解や DNAと環の相互作用の機
構について、興味がそそられる。

Article p.446, N&V p.392 参照

医学：脳は先回りして考える
The	brain	thinks	ahead

脳活動の機能的磁気共鳴画像化（fMRI）は、
脳の局所血流の増加がその領域でのニュー
ロン活動と直接相関している、という仮定に
よっている。Y	Sirotin と A	Das は、サル
を使って直接記録と fMRI 測定を同時に行
い、血流増加はこの仮定だけでは完全に説
明できず、一部の fMRI 信号が実際の脳活
動と無関係であることを示した。脳活動を表
す成分に加えて、まもなく活動に参加すると
見込まれるが、今はまだあまり活動していな
い脳領域でも、血流増加がみられたのであ
る。この知見は、機能的脳画像化信号の現
在行われている解釈法に疑問を投げかける
と同時に、脳に今まで知られていなかった予
測的機構があることも示している。

Letter p.475, N&V p.387 参照

宇宙：初期宇宙でどんどん進んだ星形成
Steady	progress

最近の観測結果から、100 億年前の若い宇
宙で星形成活動が最盛期にあった大質量銀
河では、星は予想外に高い形成率で生まれ
たことが示唆されている。そうした形成率は
普通、銀河どうしの激しい合体が原因である
とされているが、これらの銀河の多くは、現
在の天の川銀河と同様に広がった回転円盤
であり、このような構造は銀河がたどったと
される合体の過程とは矛盾している。新た
に行われた宇宙論的シミュレーションから、
これらの銀河が「ガスの流れを取り込んだ」、
つまり星形成を促すのに必要な物質を、銀
河を取り巻いて広がった暗黒物質ハローか
らやってくる冷たいガスの定常流という形で
獲得したことが示唆された。

Letter p.451, N&V p.388 参照

南極温暖化：気候再構築により明らかになってきた南極大陸の中
心部の変化
ANTARCTIC	WARMING:	Climate	reconstruction	gets	to	the	heart	
of	the	continent

南極半島は、地球上で最も急速に温暖化が進んでいる場所の 1
つだが、大陸全体の変化が全球平均気温の明らかな上昇傾向
に似ているかどうかを立証することはむずかしい。それは、氷床
上にある測候所からの連続的な記録の大半が沿岸部のもので
あり、大陸内部の情報がほとんど得られないためである。1957
年から2006 年にかけての南極の地表気温傾向が新たに再構
築された際には、この問題がうまく回避された。この再構築は、
短い期間に対してはよい空間被覆範囲をもつ衛星データと、測
候所からの長い時間スケールをもつ気温記録に基づくもので、
気候場の欠測データ点を見積もるアルゴリズムによって、この 2
つを融合させている。こうして得られた記録は、データのギャッ
プを充てんしていく以前のものよりも信頼性が高く、全体として
大陸は 10 年間ごとにおよそ0.1℃暖かくなっていて、冬と春、
そして西部南極大陸で、より強い温暖化が起こっていることが示
唆された。	 Letter p.459, Making the Paper p.356 参照
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細胞：実生活での DNA 修復
DNA	repair	in	real	life

実験室では普通、細胞に強い紫外線（UV）
を照射してDNA 損傷に対する応答を調べ
ている。しかし現実の世界では、細胞は継
続的もしくは断続的に弱い UV にさらされ
ている。この場合には、どのような反応が
起こっているのだろうか。現実の環境で考
えられる程度の UV 量が酵母細胞に及ぼす
作用についての研究が行われ、弱い UV を
浴びたときに十分な感受性を示して作動す
るDNA 修復機構があることが明らかになっ
た。これが RAD6-RAD18-RAD5 複製後修
復経路である。この経路は、複製フォーク
が阻害されたときに過剰な一本鎖 DNA が
生じるのを防ぐことにより、損傷を受けた
DNA を細胞が複製できるようにし、細胞増
殖を阻害する応答の活性化を防いでいる。
 Letter p.612 参照

免疫：キラー細胞の記憶
Memory	in	killer	cells

従来、自然免疫系の一部であるとみなされ
てきたナチュラルキラー（NK）細胞は、適
応免疫系の細胞傷害性 Tリンパ球のように
免疫記憶をもつことが、最近の研究から示
唆されている。今回、生理的条件下での実
験により、このことが確認された。マウスの
サイトメガロウイルスへの感染過程で、ウイ
ルス特異的な NK 細胞応答がみられたので
ある。初回感染の後、NK 細胞は脾臓と肝
臓で 1000 倍に増殖し、この細胞は数か月

間、免疫系にとどまった。また、この細胞を
ほかのマウスに移入してやると、そのマウス
にウイルス抵抗性が生じた。これは、ワクチ
ン設計や、適応免疫とそれよりも進化的に
古い自然免疫の間の関係についての研究に
かかわる知見である。

Article p. 557, N&V p.544 参照

物性：解明が進む超伝導
Superconductivity	unpicked

鉄 -ヒ素（鉄プニクタイド）化合物で、56K
という転移温度を示す超伝導が観測され、
高 Tc 銅酸化物との比較がなされるようにな
っている。銅酸化物は準 2 次元的電子特性
をもつため、40K を超える超伝導には極め
て高い異方性（方向依存性）が存在するだ
ろう、と考えられるようになった。Yuan た
ちは、この予想は当たっておらず、実際には、
(Ba,K)Fe2As2 の超伝導特性はまったく等方
的であることを報告している。この挙動は、
既知のすべての層状超伝導体と著しく異なっ
ている。電子密度波は、多くの種類の超伝
導体で観測されており、超伝導の必要条件と
みなされることが多い。鉄 -ヒ素化合物に関
する最近の研究では、密度波と超伝導の間
に、見かけ上は関連性がないことが明らか
にされた。しかし、そうした関連性は再検討
が必要かもしれない。Zabolotnyy たちは、
Ba1ｰ xKxFe2As2 の電子構造中に、ある種の
秩序が存在することを報告している。その電
子秩序は超伝導と共存し、室温まで持続する。

Letters pp.565, 569, N&V p.546 参照

有機化学：細胞毒素が合成された
A	cytotoxin	synthesized

魚介類中毒の原因となる毒素はさまざまだ
が、その 1 つにクロロスルホリピドがある。
クロロスルホリピド分子は、構造的にも立体
化学的にも複雑であり、作用機序がわかっ
ていないため、特に関心を集めている。こ
の天然物は入手が容易でなく、詳細な生化
学的研究が困難であった。今回、クロロス
ルホリピドである細胞毒素の全合成が初めて
報告され、十分な薬理学的解析と健康リス
クの正しい評価への道が開かれた。この合
成により、クロロスルホリピドに関して提案
されていた構造が確認され、その分子内の
ポリ塩化炭化水素に予想外の反応性がある
ことが、手始めに発見された。

Letter p.573, N&V p.548, 

Abstractions p.510 参照

遺伝：モロコシのゲノムを収穫
Sorghum	genome	harvest

モロコシ（Sorghum bicolor）のゲノム塩基
配列が解読された。モロコシは食糧、動物
の飼料、繊維や燃料として広く栽培されてい
る穀物で、高温と乾燥に強いので、多数の
人口を抱える西アフリカのサヘル地域（サ
ハラ砂漠南縁部）での主要産物となってい
る。このゲノムをトウモロコシやイネのゲノ
ムと比較することにより、イネ科植物の進化
や、高温下で特に効率よく炭素同化を行え
る C4 型光合成の進化の手がかりが得られ
る。また、モロコシの耐乾燥性を助けている
と思われるタンパク質をコードする遺伝子と
miRNA も見つかるかもしれない。モロコシ
はほかの作物に比べ収率改善が遅れており、
今回ゲノム塩基配列が得られたことは、多
収化のための研究を促す大きな助けとなる
だろう。	 Article p.551, N&V p.547 参照

ホットジュピターはどのくらい「ホット」か？：HD 80606b の気候
HOW	HOT	A	JUPITER?:	The	weather	on	HD	80606b

「ホットジュピター」型太陽系外惑星は多数、知られている。
これらの性質は多様だが、実際上ほとんどすべてで自転と公
転が同期しており、親星に面している半球は常に同じだと考
えられている。太陽系外惑星であるHD	80606b は、この
型に当てはまらないホットジュピターで、極端な楕円軌道を描
き、自転と公転が同期しておらず、そのために魅力的な観測
対象となっている。この惑星は、親星に最接近する近星点では
1000 倍近く加熱される。HD	80606b が近星点付近にある
際にスピッツアー宇宙望遠鏡を使って行われた観測から、太陽
系外惑星の「天気」の時間変化を初めて垣間見ることができた。
近赤外領域の波長 8μmでの輝度温度は、6 時間で 800K か
ら 1500K まで上昇した。二次食の検出によって、この惑星の
質量は木星の約 4 倍であるとされた。表紙の画像は、この惑
星の可視光放射の計算結果を示している。三日月形の青い部
分は、星の散乱光である。濃い青色の部分は、レイリー散乱
とアルカリ金属イオンの吸収とが合わさって生じている。夜側
での赤道領域のジェットと高緯度領域の渦は、それら自身が放
射する固有の熱により成長している。	 Letter p.562 参照
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生理：絶食で長生きする
Longevity:	fast	forward

さまざまな種類の生物で、食餌制限が寿命
を延ばすことがあるのが知られている。哺
乳類では、カロリー摂取量をほとんど、あ
るいはまったく減らさなくても、断続的な飢
餓により寿命が延び、老化に関連して起こ
る異常の発生率が下がる可能性がある。本
城咲季子たちは、この断続的な飢餓の影
響にかかわる分子機構の研究によって、線
虫（Caenorhabditis elegans）の寿命を延ば
す飢餓方式をはっきりさせ、低分子量 GTP
アーゼ RHEB-1 が寿命制御に 2とおりの
機能をもつことを明らかにした。RHEB-1
は、断続的飢餓による寿命延長に必要だ
が、RHEB-1 を阻害すると、カロリー制限と
似た影響が現れる。断続的な飢餓における
RHEB-1 の作用は、少なくとも部分的には、
インスリン /インスリン増殖因子様シグナル
伝達系のエフェクター DAF-16 を介して働
く。今回の知見は、有害な副作用なしでの
健康状態改善をめざす、食餌制限と似た方
法の開発に役立つ可能性がある。

Letter p.726 参照

古環境：長い長い話
It’s	a	long	story

これまで知られる中で世界最大のヘビが発
見された。ただしこのヘビは、約 6000 万
年前の南米の熱帯地域に生息していたもの
で、地球の気候の変遷を解明するうえで重
要な意味をもっている。コロンビア北東部で
発見されたこの化石ヘビは、ボアコンスト
リクターの近縁種で、体長は 13メートルあ
り（ちなみに、現生ヘビ類の最長報告例は

約 10メートル）、体重は 1トンを超えたと
推定されている。この大きさのヘビが生き
て行くには、30℃程度の年間平均気温が必
要だと考えられ、これは現在の熱帯の平均
気温よりも高い。このことは、気候システム
に熱帯の気温を調節する「サーモスタット」
が備わっているという考え方に、疑いを差し
挟むものである。

Letter p.715, N&V p.669, 

Making the paper p.634 参照

生理：構造を解いて謎を解明
The	unfolding	story

誤って折り畳まれたタンパク質が蓄積する
と、小胞体ストレス応答が活性化される。
膜貫通タンパク質である Ire1 はこの経路
で中心的な役割をもつタンパク質の 1 つ
で、キナーゼおよびエンドリボヌクレアー
ゼとして働く。Ire1 が HAC1	mRNA のイ
ントロンを切り取ると転写因子 Hac1 が翻
訳され、これが標的遺伝子を活性化する。
Korennykh たちは Ire1 キナーゼの結晶構
造を解析し、このキナーゼが自発的に集合
して桿状のオリゴマーを形成することを明ら
かにした。それによって、キナーゼドメイン
がトランスリン酸化に適した配置をとり、RN
アーゼドメインが配列されてmRNA 基質が
結合するための相互作用部位ができる。一
方 Aragón たちは、活性化された Ire1 分
子が点状に集まって、小胞体膜上に高次の
オリゴマーを含む分散したフォーカスができ
ることを明らかにした。HAC1	mRNA は、3’
非翻訳領域にある塩基配列によってこれらの
フォーカスへと引き寄せられ、そこでプロセ
シングを受ける。HAC1	mRNA はこうして

プロセシングのための場所へと運ばれ、小
胞体ストレス応答が開始されたときにだけ間
違いなく翻訳される。

Article p.687, Letter p.736, 

N&V p. 668 参照

進化：最古の後生動物
The	earliest	metazoans

オマーンの堆積岩中から発見された化学化
石は、これまで発見された中で最古の動物
の証拠をもたらした。この化石ステロイド
は、普通海綿類に特徴的な 24- イソプロピ
ルコレスタンで、今から 6.35 億年以上前
の、新原生代の最後の大氷河時代である「マ
リノアン氷河期」のころのものである。こ
のことは、左右相称動物が急速に多様化し
たカンブリア紀大爆発の時期より1 億年以
上前の、クリオジェニア紀後期（6.35 億年
以上前）の海盆の一部では、浅海域の海水
に、単純な多細胞生物の生命を支えるのに
十分な濃度の溶存酸素が含まれていたこと
を物語っている。

Letter p.718, N&V p.672 参照

材料：伸縮可能なグラフェン膜
Graphene	at	full	stretch

伸縮可能な高性能透明電極は、曲げること
のできる電子機器や光電子機器の開発向け
に需要が多い。グラフェンはマイクロスケー
ルですぐれた光学的・電気的・機械的特性
を示し、こうした電極の基盤材料として有
望な候補である。これらの望ましい特性を
維持したままで大規模なグラフェン膜を合
成するのがむずかしいことはわかっている
が、今回 Kim たちによって、マイクロスケー
ルの膜と同程度の電気伝導性と光透過性を
示す、センチメートルスケールのグラフェン
膜を成長させる手法が報告された。グラフェ
ンは、気相からニッケル薄層上に堆積され、
その後、二酸化シリコンなどの任意の基板
上にパターニングされた膜として転写され
る。この膜を使用して、すぐれた機械的・
電気的安定性をもつ伸縮可能な透明電極を
作製できる。

Letter p.706 参照

研究助成が終わるとき：研究室解散という苦しみ
WHEN	THE	GRANTS	GO	AWAY:	The	heartache	of	closing	a	lab

米国立衛生研究所（NIH）の予算は、1998 年から 2003 年
にかけて倍増したが、その後停滞期に入り、その結果として、
RO1 のような研究グラントの獲得競争が現在ではさらに熾烈
なものになっている。研究者個人のレベルでは、RO1 が 1 つ
なくなることは、研究室の生き残りをかけた長くて苦しい戦い
を意味することが多い。M	Wadman は、「前車の轍を踏ま
ない」ための 2 つの例について述べている。一方、国という
尺度からみれば、1 年間の研究費が 600 億ドルかそこらなら
ば、米国の研究者や技術者の数は多過ぎるということになる。
国の要求は、すぐれた研究者を必要なときにいつでも使える
ようにしておくというものだが、これは研究者たちの要求とは
必ずしも一致しない。彼らが求めるのは、がんばって研究を
続ければ、何らかの形でキャリアが開けていくフェアなチャン
スが与えられる状況だからだ。

News Feature p.650, Editorial p.635参照
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がん：前立腺がんのマーカーを発見
Prostate	cancer	marker

前立腺がん検体に含まれる代謝物を系統的
に分析した結果、筋肉をはじめとする多くの
生体組織に広く存在するアミノ酸であるサル
コシンが、悪性度の高い前立腺がんでは著し
く増加しており、前立腺がん患者の尿中でも
検出可能であることがわかった。このことは、
サルコシンが前立腺がん診断のバイオマー
カー候補となることを示している。マウスで、
グリシンからサルコシンを生成させる酵素を
特異的にノックダウンすると前立腺細胞の浸
潤が低下したことから、サルコシンが転移に
関与している可能性が示唆され、サルコシン
経路は治療標的の 1つとなりそうだ。

Letter p.910, N&V p.799 参照

化学：ホウ素の新しい形態
A	new	form	of	boron

ホウ素は、化学的に複雑なおもしろい元素
である。この複雑性は、フラストレーション
に起因する。ホウ素は、周期表上で金属と
絶縁体の間に位置しており、価電子が 3 個
しかなく原理的には金属性を示しやすいと
思われるが、これらの価電子は十分局在化

しているため、絶縁状態が現れる。この微
妙なバランスにある電子状態は、圧力や温
度、不純物によって容易に変わるため、ホ
ウ素の構造と特性を確定することは困難で
ある。今回 Oganov たちは、ホウ素の高
圧下での挙動を調べ、これまで知られてい
なかった負に帯電した 20 面体の B12クラス
ターと、正に帯電した B2 対からなるイオン
相を明らかにした。この新しい相のイオン性
は、B12 クラスターとB2 対の電子特性が異
なり、そのため、それらの間で電荷移動が
起こることに起因するもので、相の多くの特
性に強い影響を及ぼす。

Letter p.863, N&V p.800 参照

遺伝：霊長類ゲノムにおける爆発的重複
Primate	genomes:	going	ape

現時点でゲノムの塩基配列が明らかにされ
ている霊長類には、マカク、オランウータ
ン、チンパンジー、およびヒトの 4 種があ
り、分節重複の比較解析地図を作製するこ
とが可能となっている。今回行われた地図
作製で得られた結果を用いて、ヒトのすべ
ての分節重複に関する進化史が再構築され
た。ヒトとアフリカ大型類人猿につながる祖

先の分枝では、一塩基対変異などの変異過
程が減速していた時期に、分節重複の蓄積
は 4 倍に加速していた。この見かけ上の爆
発的な重複活動は、集団の有効な大きさや
世代時間が変化した結果か、もしくは、ゲ
ノムが不安定化した時期があったことを示
しているのかもしれない。

Letter p.877 参照

医学：C 型肝炎動物モデルへの手がかり
Hepatitis	C:	model	answer

C 型肝炎ウイルス（HCV）は肝臓病の主要
な原因だが、使いやすい小型動物モデルが
ないことが、HCV に対する効果的なワクチン
や特異的抗ウイルス療法の開発の妨げとなっ
ている。密着結合タンパク質オクルディンが、
C 型肝炎ウイルスの細胞侵入受容体の 4 つ
目にして最後の主要成分であることが同定さ
れ、むずかしかった実験モデルの開発が一歩
実現に近づいたようだ。マウス細胞へのウイ
ルス感染には、ヒト・オクルディンに加え、こ
れまでに HCV の侵入因子として同定されて
いるCD81、スカベンジャー受容体クラスB
タイプ I、クローディン1も必要である。

Letter p.882, N&V p.797 参照

細胞：血液細胞系の発生
Blood	lines

血液系が胚発生過程でどのように形成され
るのかは、集中的に研究が行われているテー
マの 1 つだが、その一因は、これが再生医
療にとって重要となりそうな過程だからであ
る。最終的には成体の骨髄に存在すること
になる造血幹細胞の形成について提唱され
ている主要な説は、2 つある。その 1 つは、
造血幹細胞と内皮細胞系は中胚葉からそれ
ぞれ独立に生じるとするもの、もう1 つは、
造血細胞系と内皮細胞系はヘマンジオブラ
ストとよばれる特殊な前駆細胞から生じると
するものである。今回 3 つの論文によって、
この 2 つの説が統合され、2 つの説は共に
正しかったことがわかった。つまり、ヘマン
ジオブラストは、中間的な造血能性内皮細
胞を経て造血細胞を作り出すのである。

Letters pp.887, 892, 896, N&V p.801 参照

みんなのダーウィン：人間性と進化
EVERYBODY’S	DARWIN:	Humanity	and	evolution

ダーウィン生誕 200年を記念する3回の特集の第 2弾として、
今週号では「みんなの」ダーウィン、つまり、人間の条件と
のかかわりからみたこの偉人の遺産をテーマとしている。ヒト
やヒトの親戚筋に当たる動物たちのゲノムの塩基配列が解読
され、ヒトの進化や生物界の統一性に関する我々の知識が広
がってきている。ゲノミクスにより、選択を被った多数の塩基
配列が明らかにされたが、これらは一部で期待されたような、
ヒトの進化の歴史を簡単に読み出せるものとはならなかった。
E	C	Hayden は遺伝学研究者たちにインタビューし、人間の
文化の影響を考慮しなくては、こうした配列の解釈が不可能
であることを彼らが認めつつあると述べている。D	Brown の
1991 年の著作『Human	Universals』は、人間社会が共
通にもつもの、例えば言語、社会的地位システムや社会的禁
忌のような分野を中心に扱っている。進化心理学の研究者は
こうしたテーマで活気づいており、議論抜きではすまされない
分野では、彼らがヒトの普遍的特性と個人的特性、および社
会的独自性の間のバランスを解明しようとする試みから、いく
つかのおもしろいアイデアが生まれていることを、D	Jones
が報告している。「触れてはいけない科学」を扱っている
Commentary では、さらに議論が沸騰しており、S	Rose と、
S	Ceci、W	Williams が二手に分かれ、人種や性別の遺伝
学の研究は、制限なしに行ってもよいのかどうかを論じている。
歴史関連では、Books	&	ArtsでW	F	Bynumが、『Darwin's	
Sacred	Cause』を批評している。

ダーウィン生誕200年特集　News Features pp.776, 780ほか参照
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