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ヘルペスウイルス感染の受容体は
ミオシン分子だった
筋繊維での働きが有名なミオシンが、ウイルスの受容体だなんてことがあるのだろ
かわぐちやすし

うか？ – 単純ヘルペスウイルスの研究を進めてきた川口 寧 准教授は、実験データ
を見て驚いた。すぐさま詳細な解析に着手。懸命な実験により、非筋肉性のミオシ
ンが、ウイルスの細胞侵入において重要な働きを果たすことが明らかになった。
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ミオシン重鎖

MLCK：ミオシン軽鎖キナーゼ

単純ヘルペスウイルスが細胞に侵入する仕組みのモデル。何らかのシグナルによりミオシン
軽鎖キナーゼが活性化されて、ミオシン（非筋肉ミオシン IIA）分子の軽鎖とよばれる部分を
リン酸化すると、ミオシンが細胞表面に出てくる。そして、ミオシン分子の重鎖とよばれる部
分とウイルスの gB（糖タンパク質 B）が結合すると、ウイルスが細胞内に侵入する。キナー
ゼの阻害剤 ML-7 を使用すると、ミオシンの細胞表面への誘導が阻害され、ウイルスの感染
も阻害される。
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数分間のタイムラグの謎
–単純ヘルペスウイルスの受容体は、
–
ほかにも報告されていますが、違いは？
単純ヘルペスウイルスの外側は、膜（エ
ンベロープ）で覆われていますが、その
膜から、糖タンパク質が飛び出ています。
この糖タンパク質が、宿主の細胞表面の
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