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今大会はこれ迄の大会の基本を守りつつ、新しい企画や運営の
工夫も行ってみました。公開市民講演会は宣伝活動を活発にやっ
てみましたが、何人聴衆が来るか掴めず、前評判が良かったので
会場に入りきれなかったらどうしようか心配をしました。結果的
には100名以上の参加者を得て丁度いい位会場が埋まり、良い
品川日出夫
雰囲気で終えることが出来て、講演者にも面目が立ちました。次
回は先着何名として、申し込みを受け付けた方が主催者として安心できると思いました。
一般講演を口頭発表で行える学会はあまりありませんので、今大会では、前回より多め
の時間をプログラムにとり重要視致しました。特に研究の対象別に分けないで，生物種に
共通な法則の探求という考え方で、演題を整理して、プログラムを組みました。研究材料
の取り扱い等を知りたい方もおられたようで、全て良という具合にはいかなかったようです。
会場毎に聴衆の多寡が目立ち、心配になって会場を覗いて廻りました。人数が少なくても
密度の濃い議論がなされている会場も多く、あまり心配する必要もなかったと思いました。
若い人達が熱のこもった発表をしているのを見ると、大学院卒業迄に少なくとも一度は口
頭発表で真剣勝負するという場を遺伝学会はこれからも与えていけたらと思いました。大
先輩の平賀先生は一般講演で素晴らしい発表して下さり，若い人に見本を示して下さいま
した。今大会で発表するために多く方が遺伝学会に入会してくれました。今後もこのトレ
ンドが維持されて、今大会が遺伝学会再生のきっかけとなってくれたら主催者一同の望外
の幸せです。
大会委員長 品川日出夫

雄介

Entericidin B の前駆体に注目して ecnAB
自殺モジュールの toxin を考える

渡邊

倫史

衒 未分化性維持因子 Nanog の転写制御機構
黒田

貴雄

遺伝学会に何を求めるか
関口 睦夫

Best Papers 賞とは

特集にあたって
BP 賞選考過程に入ってから、ルールによ
り選考委員会の構成に変更があり河野委員か
ら田嶋委員に選考委員長も急遽代わりました。
持ち回り委員会を経て、最終的な10題の受賞
候補講演のリストが選考委員会から届いてか
ら、その発表者に研究内容に関するレビュー
原稿の執筆を依頼しました。幸い全員から快
諾を頂きこの特集号をお送り出来ることにな
りました。この場をかりてお礼申し上げます。
そして BP 賞受賞おめでとうと申し上げます。
なお、掲載順序は原稿受理順で、各原稿末尾
にその日付を示しました。昨年同様この特集
号の趣旨から、執筆者はすべて若手研究者に
お願いしております。講演の共著者には外国
の方も多く、英文のタイトルを掲載し喜びを
共有して頂けるよう配慮しました。
社会も自然も地球規模で心なやむ事がかつ
てなく続きます。従来にまして、この国のあ
りかたが問われています。遺伝学者コミュニ
ティーもまた大きな転機にたっていると自覚
します。「学問の前線は常に動いて行くもの
であり、その時々に応じて新しい分野を切り
拓いていく事の重要さを感じ取ることが若い
人たちには大切である」と学会の使命を強調
される関口睦夫博士の文章を再録しました。
此れからの遺伝学と遺伝学会について若手研
究者と大いに語りたい。（04.12.08）
遺伝学会会長

石和

貞男

選考にはつねに不確かさがつきまといます。すべての講演を聞
いたひとはだれもいません。聞いた講演のなかでこれがよいと思っ
ても、聞いていない講演と比較することはできません。したがい
まして、多くのかたがたに評価をお願いし、その結果をもとに選
考せざるをえません。
田嶋 文生
今回、評価結果にもとづいて、10題の講演をえらびました。多
少心苦しさはありましたが、オーバールールはおこないませんでした。受賞講演数／講演
数は以下のとお りです。
集団・進化 1/28
組換え 1/27
遺伝子発現 2/26
分子進化・分子 系統 0/26
染色体の構造と動態 1/20
トランスポゾンとゲノム再編 1/20
分化・発 生 0/14
細胞構造機能 0/13
複製・分配 1/9
ゲノム構造・機能解析 0/9
行動・感覚・神経 1/8
生物時計 1/7
減数分裂・生殖 0/5
遺伝子 機能 1/3
分野間に多少のばらつきがみられますが、許容範囲内であると判断しました。分子進化・
分子系統の分野に受賞者がいなかったことが気にかかります。この分野は評価がきびしす
ぎたようにも思われます。
今回の選考でもっとも大きな問題は、座長以外に評価をおこなうひとがいなかった講演
が12題あったことです。とくに3日目の講演に多くみられました。BP 賞ができてまだ3回
目。BP 賞をよりよいものにしていく努力はまだまだ必要です。しかし、もっとも重要なこ
とは講演のレベルをあげることです。そうなれば、選考委員はあらたな苦痛にさいなまれ
ることでしょう。
BP 賞選考委員会委員長 田嶋 文生

BP 賞：現在過去未来
BP 賞は今年で3回目になる。その全てに何らかの形で関わっ
てきた。その企画集会幹事も今年限りなので、 BP 賞への私的な
想いを書いてみよう。
昨今、大学では、卒業生を招いて講演会などを企画することも
多い。先日、隣の研究室の先生が妙にウキウキしているので聞い
河野 重行
てみると、大学のホームカミングディを機に、 25年目にして初
めての同窓会をするとのことだった。大学の同窓会もいいものだ。世に出る直前の血の滾
りが思い出される。そんなとき、長い歳月を経て頑張ったという証があってもいいものだが、
BP 賞もその一つにならないだろうか。 BP 賞は若者のものだ。大学院やポスドクといった
若い時代に受賞し、それが自信や誇りとなって、研究人生を切り拓く推進力になればと願っ
ている。長い歳月を経て昔を想い出すには、それなりの小道具が必要だろう。昨年から、
BP 賞には、 GGS の表紙を模したクリスタルのペーバーウエイトが付いている。遠い来し
方を振り返るには、紙の賞状より、クリスタルだろう。
最後に一つだけ警鐘を鳴らそう。大学の教務担当者には頭の痛い問題なのだが、日本学
生支援機構の新しい奨学金返済免除が本年度から実施される。今度は、育英会当時の免除
職などと違って、成績優秀者に奨学金返済を免除しようというものだ。何を以って大学院
の成績を優秀とするかは極めて難しい。 BP 賞などの受賞がその判断基準にされて、無益な
争奪戦が起こらないよう今から考えておきたい。そうなってしまうと「月桂冠すらなくあ
るのはただ名誉だけ」という BP 賞の理念が霧消してしまうように思われて仕方ない。
企画集会幹事 河野 重行
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および機能領域の特定
長岐

清孝

ながき きよたか
動原体は、娘細胞に染色体を均等に分配する機能をもつ
DNA と蛋白質から成る複合体である。動原体機能に関与
する蛋白質は、酵母、哺乳類、植物の間で保存されている。
それに対して、動原体機能に関わる DNA 配列は、近縁の
種間でも異なっている。出芽酵母では、わずか １２５ bp の
DNA 配列が、動原体 DNA として必要なのに対して、他の
真核生物では、動原体領域に多量に蓄積した反復配列が、
その役目を担うと考えられている。多くの真核生物では、
縦列型反復配列が、数 Mb にわたって動原体領域に存在し、
これらの配列が、クローン化や塩基配列決定の障壁となっ
てきた。ヒトやシロイヌナズナのゲノムプロジェクトでも、
動原体領域は、解読不能な空白地帯として残されていた。
そこで我々は、高等真核生物で初めての動原体領域の
DNA 配列の決定および機能領域の特定を目指し、この研
究を始めた。
今回、材料に用いたイネも、他の高等真核生物と同様に
動原体領域に縦列型反復配列をもつが、その反復量は、染
色体ごとに大きく異なり第８染色体では約 ６０ kb と小さい
ことがわかっていた。そこで、我々は、この動原体領域を
カバーする連続したイネゲノム由来のクローンを見つけ出
し、その塩基配列を決定した。これまでの予想とは異なり、
反復配列は、決定した配列の約３分の１だった。残りの領
域には、これまでヘテロクロマチン化した動原体領域には
存在しないと考えられていた遺伝子が、４７個見つかった。
これらのうち１２個は、遺伝子産物を産生していた（図）。
次に、我々は、動原体の機能領域を特定するために、動
原体特異的ヒストン H３ 遺伝子を単離した。この蛋白質は、
機能的な動原体にのみ存在し、直接 DNA と結合しているこ
とから、この蛋白質に対する抗体は、動原体 DNA 配列を特

Department of Horticulture,
University of Wisconsin-Madison
岡山大学資源生物科学研究所
核機能分子解析グループ

長岐清孝（左）、Jiming Jiang（右）

定するのに有用なツールである。この抗体を用いた解析の
結果、イネ第８染色体の動原体機能領域は、動原体特異的
反復配列を両端にもつ約 ７５０ kb の領域であることが明らか
になった（図）。さらに、この領域には、遺伝子産物を産生
している遺伝子が、４つ存在していた（図）。
この研究で、
「高等真核生物の動原体は、反復配列のみか
ら成り、そこには、遺伝子は存在しない」という定説を覆
すことができた。この様に、生物は、我々が考えるより遙
かに複雑なシステムをもつ。これからも、この複雑なシス
テムを理解するために研究を進めていきたい。（０４．
１１．
０８）

図：イネ第８染色体動原体領域の構造
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では非自律性の DNA トランスポゾンがビ
レッセント遺伝子に挿入し、それが自律性
因子によって切り出されているため易変性
を示すと考えられた。しかしながら、既知
の知見から自然栽培条件下で活性のあるイ
ネのトランスポゾンや原因となる遺伝子を
予測することはできなかった。そこで我々
は、日本型イネのビレッセント変異体とイ
ンド型イネとの交雑 F２ を用いてマップ
ベースによる遺伝子のクローニングを試み
た。約３０００の F２ 個 体 の 解 析 に よ り、７４
Kbp の領域にまで候補領域を絞り込むこと
（左から）飯田

滋、栂根一夫、前川雅彦

ができた。この領域に予想される９つの遺
伝子についてその構造を解析したところ、

花や葉に斑が入る変異は易変性と呼ばれ、自然界に一般

プロテアーゼと予測される遺伝子に挿入が認められた。こ

的に観察される。我々が解析したイネの易変性変異体は、

の挿入配列は、両末端に １９ bp の完全な相補性を示す TIR

黄色地のビレッセント変異の葉に細胞の系譜に沿った緑色

（terminal inverted repeat）を持つ ６０７ bp の新規の非自律性

の斑入り模様を示す。この変異体は幼苗期に黄色の葉を持

DNA トランスポゾンだった。トランスポゾンの挿入によっ

ち、緑色の斑が大きい場合には生存することができる。ま

て引き起こされる標的重複が ８ bp であることや TIR の相

た、葉の黄色の領域は生育とともに緑色になる。変異体の

同性から、このトランスポゾンは動く因子として最初に発

後代ではこの易変性は分離し、易変性を示さずビレッセン

見され植物から動物にまで広く分布している Ac/Ds 系トラ

ト変異だけを示す個体も出現する。このことから、変異体

ンスポゾンに属していることが示唆された。そこで、この
トランスポゾンを nDart （nonautonomous DNA-based active rice transposon）と命名した。全体で７０％の高い GC
含量をもつ nDart は両 TIR の内側に １６４ bp のサブターミ
ナル領域を持ち、全塩基配列が決定された日本晴において
少なくとも１３コピーが存在していた。さらに、この nDart
の TIR とサブターミナル領域に相同性を持ちトランスポ
ゼースと予想される遺伝子を内部に持つ自律性因子 Dart の
候補をいくつか見つけることができた。今後は Dart 候補
による nDart の転移能を明らかにすることやビレッセント
変異の原因となったプロテアーゼの機能解析を行っていき
たい。（０４．
１１．
１２）

図１ 易変性ビレッセント変異体（左）とその拡
大写真（右）

図２ マップベースクローニングによるビレッセント遺伝子と nDart の
同定
SSRs: simple sequence repeats, SLPs: sequence length polymorphisms
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ク質の細胞内局在
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隼

あだち しゅん

京都大学大学院生命科学研究科
高次生命科学専攻生体制御学分野

大腸菌の姉妹染色体（１３００ µ m）が小さい細胞（２ µ m）
内でいかにして配置され、娘細胞へ分配されていくかとい
うことは大きな謎である。我々は染色体の分配の異常によ
り無核細胞を放出する muk（mukaku）変異株を１５年前に単
離した。その中に含まれていた mukB 変異株は核様体の位
置と分配の異常、無核細胞の放出、高温感受性の増殖、
DNA ジャイレースの阻害剤ノボビオシンに対する超感受性
といった表現型を示す。MukB タンパク質は MukF 及び
MukE タンパク質と複合体を形成して機能する。MukB は
DNA 結合能を持ち、真核生物の SMC（structural maintenance of chromosomes）タンパク質と三次元構造で相同性
を示す。SMC には染色体凝縮を担う condensin としての役
平賀壯太

足立

隼

割を持つものと、姉妹染色体を紡錘体の両極へ分配するま
で接着させる cohesin としての役割を持つもののあること
が知られている。MukB には染色体 DNA の負の超螺旋の
形成を促進したり DNA を折り畳む condensin としての機
能のあることが分かっているが、その他の機能については
まだよく分かっていない。
我々は３年前 MukB-GFP 融合タンパク質の蛍光焦点が生
細胞内で細胞中心や細胞長の １/４ と ３/４ の位置などに規則
的に配置されることを発見した。今回この MukB-GFP の蛍
光焦点形成の意義を解析するため、MukB-GFP 蛍光焦点の
分裂が染色体複製開始の前か後なのかを調べるために、蛍
光顕微鏡法で MukB-GFP 蛍光焦点の数を測定するとともに、
run-off replication 法で複製起点のコピー数を調べた。その
結果、種々の培地で蛍光焦点数は複製起点のコピー数より
も顕著に多いことを発見した。このことから染色体複製の
開始前に MukB-GFP の蛍光焦点が分裂し、１/４と３/４の位
置に移動することが分かった。また複製同調系でのトリチ
ウムチミジンの取込量の測定と免疫蛍光顕微鏡法により、
複製装置の蛍光焦点は染色体複製が １/３ ほど進行した時点
で１つだったものが２つに分裂して １/４ と ３/４ の位置に移
動することが分かった。MukB-GFP の蛍光焦点は単に染色
体の凝縮に関わるだけでなく、複製した姉妹染色体や複製
装置を規則正しい位置に配置するために姉妹染色体再構築
の中心となって働いていることが予想される。
今後は細胞周期の進行に伴ってダイナミックに動く複製
装置や複製起点、複製終点の蛍光焦点の数と位置、複製起
点のコピー数を対数増殖期や複製開始同調系の細胞で同時
に調べ、またそれぞれの動態に及ぼす mukB 欠失変異の影
響を解析し、大腸菌の染色体動態の統合的モデルを提出し
たい。また、大腸菌の姉妹染色体分配におけるアクチンホ
モログ MreB の阻害剤の効果を調べ、MreB の機能を明ら
図

大腸菌の MukBEF 複合体と染色体動態

かにしたい。（０４．
１１．
１５）

蠶

C. elegans においてカルシニューリンが関与
する連合学習行動を制御する神経回路の同定
久原

篤

くはら あつし

久原

篤

森

郁恵

先日、偶然通りがかったパン屋から漂ってきた香ばしい
匂いに誘われその店に入ってしまいました。このような感
覚刺激に応答する行動は私（ヒト）だけでなく神経系をも
つ多くの多細胞動物で観察されます。当研究室では、線虫
C. elegans の温度への応答行動である温度走性行動（図１）
を指標に、温度受容および感覚情報の統合処理のメカニズ
ムを個体―神経回路―分子の各階層レベルで明らかにしよ
うとしています。
C. elegans が神経機能の解析に有利な点として、神経系が
わずか３０２個のニューロンからなり全ニューロン間の接続が
電子顕微鏡解析から明らかになっていることがあげられま
す。この情報をもとにレーザーをもちいたニューロン破壊

図１

名古屋大学大学院理学研究科
生命理学専攻分子神経生物学講座

実験から温度走性を制御するシンプルな神経回路が同定さ
れました１）。それらは主に温度受容ニューロン AFD とその
下流の介在ニューロンから構成されています。この発見は、
感覚応答行動を神経回路レベルで解析可能にしたパイオニ
アワークとなりました。
温度走性行動の分子機構を解明するために、温度走性に
異常を示す変異体が単離され、その原因遺伝子が同定され
てきています。そのひとつとして筆者らは Ca２+ 依存性の脱
リン酸化酵素であるカルシニューリンをコードする tax-6 遺
伝子をクローニングしました２）。分子遺伝学的解析から
TAX-６は温度受容ニューロン AFD を含む感覚ニューロンの
感度調節を行っていることが明らかになりました。
温度走性行動は、記憶・学習機構のモデル系としてとら
えることもできます。C. elegans は、餌の存在する条件で飼
育されると温度勾配上で飼育温度に向かいますが、餌のな
い条件で飼育されると飼育温度を避けるようなります（図
１）。つまり、C. elegans は飼育温度と餌の有無を関連づけ
て学習していると考えられます３）。我々は、この連合学習行
動にもカルシニューリン TAX- ６が関与していることを明ら
かにしました。現在、カルシニューリンを介した連合学習
機構の分子基盤および神経回路の解明に向け分子神経遺伝
学を駆使した解析を行っています。（０４．
１１．
１６）
文献
１）Mori and Ohshima, １９９５, Nature ３７６, ３４４.
２）Kuhara et. al., ２００２, Neuron ３３, ７５１.
３）Mohri et. al., ２００４, Genetics, in press.

C. elegans の温度走性行動

C. elegans は、一定の温度下で餌の存在下で飼育されると、餌のない温度勾配上で過去の飼
育温度に向かう。それに対して、餌のない条件で飼育された個体は温度勾配上で飼育温度
を避ける。例えば１７°C で「餌有り」の条件で飼育された個体は温度勾配上で飼育温度であ
る中央の１７°C に移動するが、
「餌無し」で飼育された個体は中央の１
７°C を避ける。

図２

温度走性を制御する神経回路

△ は温度受容ニューロン（X は未同定）、六
角形は介在ニューロン、矢印は化学シナプ
ス。AIY は高い温度（U）、 AIZ は低い温度
（D）への移動に関与。文献（１）より改変。

蠹

アカパンカビ RecQ ホモログ変異株のゲノム
不安定性に関する解析
加藤

晃弘

かとう あきひろ
遺伝情報の担い手である DNA は、外的要因あるいは内的
要因により常に損傷を受けています。しかしながら、生物は
こういった損傷を効率よく修復する機構を備えており、そ
のおかげでゲノムを安定に維持することができます。このメ
カニズムは総称して DNA 修復機構と呼ばれます。大腸菌
RecQ ヘリカーゼに高い相同性をもつタンパク質は、バクテ
リアからヒトまで広く存在し、これらはまとめて RecQ ファ
ミリーと呼ばれています。ヒトの RecQ ホモログである
BLM や WRN といったタンパク質が機能しないと、ガンに
なりやすくなります。また、このようなタンパク質が機能し
ない細胞では、染色体断裂や欠失などの染色体異常が多く
見られます。このような状況から、RecQ ファミリーのタン
パク質はゲノム安定性の維持に必要であると考えられていま
す。しかし、RecQ 型ヘリカーゼがどのようなメカニズムに
よってゲノム安定性の維持に貢献しているのかについては明
らかにされていません。私たちは、研究材料としてアカパン
カビを用いて、RecQ ホモログの DNA 修復における機能を
解析してきました。アカパンカビには QDE３ と RECQ２ と
呼ばれる２つの RecQ ホモログが存在しますが、いずれも

図１

ad-3 遺伝子座に生じた自然突然変異の検出

左図は無性胞子を多数形成したアカパンカビである。無性胞子をコ
ロニー形成用液体培地で培養すると、菌糸が球状に成長したコロ
ニーが形成される（右図）。ad-3 変異株では赤紫色の色素が蓄積さ
れコロニーが赤紫色になるため、色の違いにより ad-3 変異株を容易
に識別することが出来る。

図２

埼玉大学理学部生体制御学科
遺伝学研究室

井上弘一

加藤晃弘

DNA 修復において機能していることが示されてきました。
今回、私たちはアカパンカビ RecQ ホモログ遺伝子の変
異がゲノム不安定性を引き起こすかどうかについて、自然
突然変異頻度を測定することで調査しました（図１）。その
結果、qde-3 単独変異株では突然変異頻度の上昇が見られま
した。recQ2 単独変異株では変異頻度の上昇は見られませ
んでしたが、qde-3 recQ2 二重変異株では qde-3 単独変異株
よりもさらに高い変異頻度の上昇が見られました。また、
生じた突然変異を詳細に解析した結果、変異頻度の上昇は
欠失変異を生じやすくなったことが原因であることが分か
りました。欠失の多くは数 kbp 以上の大きなものであるこ
とも分かりました。さらに、この欠失変異を作り出してい
る原因は、非相同末端結合と呼ばれる DNA 修復機構にある
ことを突き止めました。非相同末端結合は DNA 二本鎖切断
を修復する機構のひとつであることから、RecQ ホモログが
機能しないと DNA 二本鎖切断が生じやすいのではないかと
推測されます。また、生じた二本鎖切断も正確に修復でき
ないのだろうと予想されます（図２）。DNA 二本鎖切断の
自然発生的生成の抑制と、二本鎖切断の効率よい修復とい
う二点が、RecQ ホモログの機能を解明する上で重要な鍵に
なると考え、さらなる解析を進めています。（０４．
１１．
２２）

QDE3 と RECQ2 のゲノム安静性維持における役割

アカパンカビにおける２つの RecQ ホモログ QDE３ と RECQ２ は、DNA 二本鎖切断が
生じるのを抑制し（Ａ）
、また二本鎖切断が生じた場合にはそれを正確かつ効率よく修
復する経路で働く（Ｂ）ことで、ゲノム安定性の維持に貢献していると考えられる。

ヒトの古集団遺伝学―CMAH 遺伝子イント
ロン塩基配列からの推察―

蠧

颯田

葉子

さった ようこ

早川敏之

（３列目左から）郷 康広、大田竜也、Bejon Bhowmick、久野
（２列目左から）辻野 史、金子聡子、澤井裕美、岩瀬峰代
（前列左から）
安芸郁子、颯田葉子、高畑尚之

香

ヒトがどのようにその生物学的特性を獲得したか、その
特性獲得の遺伝的な基盤を解明することは、人類進化を明
かにしていくうえで重要な課題の一つである。ヒトの特性
獲得が構造遺伝子よりも遺伝子発現制御の変化によるとこ
ろが大きい可能性が１９７５年 King と Willson により示され
た１）。ヒト特異的な偽遺伝子は機能的なタンパク質を生産で
きないという点で遺伝子発現制御が顕著に変化した例と捉
えることができ、ヒトの進化に重要な役割を果たしてきた
可能性が高い。私達はヒト特異的な偽遺伝子の一つである
CMP-N−アセチルノイラミン酸水酸化酵素（CMAH）がど
のようにヒト集団に拡散したかを明らかにするため世界各
地１８集団からサンプルした１３２本の染色体の CMAH 偽遺伝
子の塩基配列 ７．
３ kb を比較した。
CMAH は酸性単糖であるシアル酸の糖供与体の変換をお

図１

CMAH とは？

総合研究大学院大学先導科学研究科
生命体科学専攻
こなう酵素で、N−アセチルノイラミン
酸から N−グリコリルノイラミン酸を生
成する。この２種類のシアル酸は細胞間
の信号伝達や、ウイルス等の感染の機構
にも深く関わっており、ほ乳動物の細胞
表面に一般的にみられる（図１）。しかし、
ヒトでは CMAH が特異的に活性を失っ
ているために N−グリコリルノイラミン
酸が産生されない。この特異的な CMAH

の失活は３００万年程前に、酵素の活性中心
をコードするエクソンが転移因子 AluY
３）
（図２）。
により置換されたことにより起きた２，
１３２本の染色体の塩基配列を比較し、系図学的解析を行な
うと共に、ハプロタイプの分布を調べた。その結果次のよ
うなことが明らかになった。１）CMAH ハプロタイプの共
通祖先の出現は古く、鮮新世から更新世にかけてヒト（猿
人）集団の遺伝的多型性が大きく変化したことを示す。２）
アフリカ特異的なハプロタイプが多く、ヒト（猿人）集団
の遺伝的多型性は鮮新世から更新世にかけてアフリカでの
集団構造により形成された。３）アフリカの地域集団には、
脱アフリカに関与した集団とアフリカに残り続けた集団が
あった。４）ハプロタイプの分布と系図は、脱アフリカが２
回起きている可能性を示す。
今後は、１３２本の染色体のサンプルを用い、常染色体の別
の遺伝子座でも同様に古いハプロタイプを見つけることが
できるかどうかや鮮新世から更新世にかけてのアフリカの
集団構造など、現世人類誕生の背景となったアフリカの古
人類集団の特性を明らかにしていきたい。（０４．
１１．
２４）
文献
１）King, M. -C. & A. C. Wilson（１９７５）Science １８８: １０７–１１６.
２）Hayakawa et al.（２００１）Proc. Natl. Acad. Sci. USA ９８: １１３９９–
１１４０４.
３）Chou et al.（２００２）Proc. Natl. Acad. Sci. USA ９９: １１７３６–１１７４１.

図２

CMAH の偽遺伝子化 （文献２から改変）

蠻

藍色細菌の時計タンパク質 KaiB の X 線結
晶構造解析及び機能領域の探索
岩瀬

亮

いわせ りょう

名古屋大学遺伝子実験施設
名古屋大学大学院理学研究科
生命理学専攻

約２４時間の周期で生物の生理活
性を変化させる機構を生物時計と
呼ぶ。藍色細菌は生物時計の存在
が確認された唯一の原核生物であ
る。我々は常温性の藍色細菌から
時計の中心遺伝子 kaiA、kaiB、
kaiC をクローニングした。これら
の遺伝子はいずれも概日リズムの
発振に必須であり、藍色細菌の間
で広く保存されている。これまで
に、各時計タンパク質間で相互作
用があること、KaiC が kaiBC プ
ロモーターの遺伝子発現を抑制し、
（左から）古川進朗、難波啓一、今田勝巳
（後列左から）石浦正寛、小内 清、森下めぐみ
KaiA は逆に kaiBC プロモーター
（前列左から）宇津巻竜也、岩瀬 亮、林 史夫
を促進すること、KaiC がリン酸化
能を持ち、KaiA がそれを促進する
ことが重要であることが示唆された。
ことなどが知られている（図１）。KaiB は溶液中で４量体
今回の研究で、KaiB の活性部位の候補を発見することが
を形成するが、具体的な活性はまだ明らかではない。
できた。次は具体的な活性を探すことが最重要課題である。
我々は、高熱性藍色細菌 Thermosynechococcus elongatus
我々の研究室では、KaiA、KaiC の機能解析、構造解析も手
BP-１ 由来の KaiB を大腸菌で発現させ精製して、結晶解析
がけており、最終的にはこれらを併せて生物時計発振の分
により KaiB の構造を２．
６ Å の解像度で決定することに成功
子メカニズムの全容を解明していきたい。（０４．
１１．
２４）
した。得られた構造は２量体２つが互いにずれて結合して
おり、ホモの４量体でありながら各サブユニットの環境が
異なるという非常にユニークなものであった（図２）。また
分子モデルから計算された表面電荷には大きな偏りが見ら
れた。分子の中央には負電荷に富んだ２本の山脈が走り、
その間の谷は逆に正電荷を帯びていた（図２）。我々はこれ
らのサブ構造に注目し、独自に開発した生物発光測定系を
使用して変異体の in vivo リズム解析を行った。その結果、
中央の谷に存在する複数の残基が概日リズム発振に必要で
あること、それらを囲む山脈もまた正常なリズム発振に重
要であることがわかった。加えて、山脈については特定の
残基が重要なのではなく、構造全体が負電荷を持っている

A

B

図２ Thermosynechococcus elongatus BP-１ KaiB の分
子モデル
図１

藍色細菌の生物時計メカニズムの概観

（A）KaiB ４量体の概念図。
（B）KaiB 表面電化の概念図。赤色は
正電荷を、青色は負電荷を示す。
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アカパンカビにおける NDK とカタラーゼの
相互作用の遺伝生化学的解析
吉田

雄介

よしだ ゆうすけ

横浜市立大学木原生物学研究所
細胞遺伝学部門

考えられる信号伝達因子として NDK（Nucleoside Diphosphate Kinase）- １を同定しました。NDK はヌクレオシド三
リン酸を生産し、細胞内のヌクレオシドプールを制御して
いると同時に発生や形態形成などさまざまな生命現象の信
号伝達因子として働いていると考えられています。アカパ
ンカビ ndk-1 変異株 ndk-1P72H は光依存的子嚢殻極性の秩序
化の喪失、またカロテノイドの光誘導にも異常を示しまし
た（図１）。光応答反応以外の表現型について調査したとこ
ろ、熱、酸化ストレス下では菌糸伸長や胞子発芽が抑制さ
れることが分かりました。一般に生体内で生じた過剰な活
性酸素は SOD（スーパーオキシドジスムターゼ）やカタ
ラーゼなどによって速やかに消去されます。ndk-1P72H 変異
株では熱、酸化ストレス誘導性カタラーゼ（Cat-３）の活性
が野性株のそれと比較して半分に低下していました。さら
に野性株で還元型カタラーゼ（Cat-１a）が光照射に伴い上

（左より）村尾招子、吉田雄介、飯草英雄、前田高志、
蓮沼仰嗣、李範揆、Wang Ni-yan

ビードルとテータムの「一遺伝子一酵素説」で有名なア
カパンカビ（Neurospora crassa）はカロテノイド合成誘導
など数々の光応答反応を示します。その光信号伝達機構は
非常にシンプルな機構で成り立っていると考えられていま
す。光受容体であり転写因子である WC-１ 及び WC-２ が光
応答性遺伝子の発現を制御しているとされています（図２）。
しかし最近、概日性リズムの光同調機構では WC-１/WC-２
経路以外の伝達過程の存在が示されています。
本研究室では光信号伝達過程での初期過程で機能すると

昇することを見出し、ndk-1P72H 変異株では還元型カタラー
ゼが減少していることが分かりました。これは NDK-１がカ
タラーゼの酸化還元状態を何らかのかたちで制御している
ことが考えられます。一方、Cu Zn 型 SOD を欠損する sod1 変異株で光依存的カロテノイド合成や子嚢殻極性の秩序
化に異常を示し、細胞内の活性酸素が光応答反応に影響を
及ぼすことを示しました（図１）。
これらの結果から NDK-１がカタラーゼを介することによ
り細胞内の活性酸素を制御し、その活性酸素が光応答反応
に作用していることが予想されました（図２）。今後は活性
酸素による制御機構をより詳細に解明するとともに概日性
リズムへの NDK-１や活性酸素の関与を明らかにしてきたい
と思います。（０４．
１１．
２５）

図２ アカパンカビ光信号伝達過程のモデルと
NDK-１ の予想される役割
図１

野性株、ndk-１P７２H 変異株、sod-１ 変異株の子嚢殻極性

アカパンカビは栄養源が枯渇すると無性生殖から有性生殖サイクルへと移ります。
有性生殖では子嚢殻と呼ばれる生殖器官を形成し子嚢胞子を放出口（ビーク）か
ら放出します。光照射下ではビークは子嚢殻の頂上に形成され（子嚢殻極性の秩
序化）、またビークも正の屈光性を示します。ndk-1P72H、sod-1 変異株ではこの光
依存的子嚢殻極性の秩序化が失われていました。

光 は 受 容 体 で あ り 転 写 因 子 で あ る WC（WHITE
COLLAR）
- 、WC-２ に受容され光応答性遺伝子の転写
１
を促進します。一方、恒常的に WC-１/WC-２ が働くこ
とを抑えるため VVD（VIVID）が同時に発現し WC-１
/WC-２ の機能を抑制します。NDK-１ はカタラーゼ
（CAT）を介して細胞内の活性酸素（ROS）を制御し光
信号伝達過程に影響を与えていることが予想されます。

衂

Entericidin B の前駆体に注目して ecnAB
自殺モジュールの toxin を考える
渡邊

倫史

埼玉大学理学部分子生物学科

わたなべ のりひと
研究の主題
「ecnAB 自殺モジュールの toxin である entericidin B
（EcnB）は、成熟体ではなく前駆体が toxin として働く」こ
れが大腸菌を用いた本研究の主題である。
研究の背景と意義
ecnAB 自殺モジュールは、大腸菌やその近縁種の染色体
上に保存されている（図１）。toxin である EcnB は、転写
因子 σ S が働く定常期などの条件で発現し、集団の一部に細
胞死を誘導、そして集団全体の生存に益していると考えら
れている。しかし、EcnB が集団内のどのような細胞にどの
ように作用するのか詳細は不明である。そこで私たちは、
EcnB がリポタンパク質であることに注目した。Braun の
（左から）原

図１

大腸菌における ecnAB 自殺モジュール

ecnB の転写は OmpR によって負に制御されるが、 σ S 因子の細胞内レベルに
比例して強く正に制御される。定常期などのσ S 因子が働く条件では toxin で
ある EcnB の発現だけが誘導される。EcnB と、EcnB に対する antidote であ
る EcnA は共に、翻訳後に脂質による修飾とシグナル配列のプロセシングを受
けて成熟するリポタンパク質である

弘志、渡邊倫史、松本幸次

Lpp を用いて明らかにされた知見では、バクテリア
がもつ様々なリポタンパク質は、翻訳後に細胞質膜
上で脂質を付加されることで段階的に成熟し、成熟
体リポタンパク質は、Lol システムの働きによって
外膜或いは内膜に局在化する。
本研究ではリポタンパク質の成熟反応において
（１）脂質供与体となる基質の有無、
（２）主要なリポ
タンパク質の欠失による反応速度の倹約、という遺
伝的背景に（a）EcnB の過剰発現、
（b）反応を触媒
する酵素活性の増強、
（c）酵素活性の阻害、を併せ
た方法により、最終的に EcnB の機能を致死性とし
て検出した。そして定常期に限定されるべき EcnB
の毒性が不如意に対数増殖期で発揮されることを発
見し、それが前駆体 EcnB に起因していることを突
き止めることができた。遺伝学の醍醐味ではないだ
ろうか。本研究は ecnAB システムの作用機構を分子
レベルで解明する糸口であると考えられる。
今後の展開と抱負
ecnAB システムは、EcnB の 供給力 が EcnB
（リポタンパク質）を成熟させる能力（ 需要 ）を
上回った デフレ・ギャップ（前駆体 EcnB） が大

図２

ecnAB システムにおける toxin の デフレ・ギャップ モデル

ecnAB システムにおいて toxin として働く EcnB は前駆体であるとする本研究
により提案されるモデル。EcnB タンパク質の前駆体を四角形（
）、成熟体
を円（ ）で示し、リポタンパク質の成熟反応（３段階）を緑矢印（
）、Lol
による輸送システムを灰矢印（
）で示した。

きい細胞を優先して除去し、集団全体の デフレ
（リポタンパク質を成熟させる能力の低下） を縮小
させるシステムであると捉えた場合、それは生命が
育んできた 巧 と言えるのではないだろうか。日
本の景気は今、日本のモノづくり 巧 の復活によ
る回復局面にあると言われている。今後は EcnB に
対する antidote（EcnA）の働き等を解析し、 巧
な ecnAB システムの全貌解明へと展開したい。
（０４．
１１．
２５）

衒

未分化性維持因子 Nanog の転写制御機構
黒田

貴雄

くろだ たかお

京都大学大学院医学研究科
再生医科学研究所発生分化研究分野

（左から）松村寛行、鈴木達也、黒田貴雄、多田政子、山口新平、
秦野慎矢、木村博信、多田 高

個体の始まりは受精卵であり、受精卵や初期胚の細胞は
体を形成する全ての種類の細胞に分化できる未分化性（多
能性）をもっており、この未分化性こそが生命の連続性を
司る重要な鍵の１つである。未分化性維持因子解明のブ
レークスルーになったのは、１９８１年にマウス胚盤胞の内部
細胞塊細胞から樹立された胚性幹（ES; Embryonic Stem）
細胞である。ES 細胞は癌化の過程を経ることなく樹立され、
正常核型を保持しつつ無限増殖と未分化性を併せもつ驚く
べき細胞である。１９８９年には ES 細胞や初期多能性胚に高
発現する遺伝子として Oct3/4 が同定され、未分化性維持に
必須の役割を果たすことが明らかになっている。その後、
Sox2, Ezh2, Utf1, Fgf4, Lif, Stat3, BMP4, Wnt 遺伝子等が未
分化性維持の中心的役者として同定されて、それらが協調
的に発現調節を行うことで未分化性維持の分子ネットワー
クを形成している。
Nanog 遺伝子は２００３年に報告された新規遺伝子で、ホメ
オドメインをもつ転写因子である。幹細胞や生殖細胞に特
異的に発現し、遺伝子欠損により ES 細胞の分化誘導や着
床初期胚のエピブラスト欠如を引き起こすことから未分化
性維持に必須の役割を果たす因子の一つと考えられている。
また、我々の研究から、NANOG の発現量に依存して ES
細胞の未分化性の安定化・不安定化が誘導されることが明
らかになっている（図１）。しかし、Nanog が他の遺伝子と
どの様に協調性を保ちながら機能しているか全く不明のま
まであった。我々は、未分化性維持分子ネットワークでの

図１

NANOG 発現量による未分化状態の安定性

図２ Octamer/Sox 配列を含む–３３２ Nanog ５’ 領域による
未分化特異的発現制御
Nanog 遺伝子の位置づけを明らかにすることを目的に転写
制御領域と因子の同定を行った。Nanog 遺伝子の ５’ 上流領
域のデリーションコンストラクトを作製し、リポーター遺
伝子 Luciferase（Luc）の発現解析によりマウス Nanog 遺伝
子の転写開始点約 ２００ bp 上流にある Octamer/Sox 配列が
遺伝子のオン／オフ制御の鍵となる役割を果たすシス制御
領域であることを突き止めた。本領域はマウス、サル、ヒ
トで塩基配列が１００％保存されており、どちらの配列に塩
基置換突然変異を導入しても Luc 発現が顕著に減少し両
方 の 配 列 が 必 須 で あ る こ と が 示 さ れ た。ま た、マ ウ
ス Octamer/Sox 配列をヒトまたはマウス ES 細胞へ導入
し、ヒ ト で も 共 通 に 機 能 す る こ と を 確 認 し た。次 に、
Octamer/Soc 配列への結合因子同定の目的で、ゲルシフト
解析やクロマチン免疫沈降（ChIP）解析を行った。これま
で Octamer/Sox 配列により制御される未分化性細胞発現遺
伝子として Sox2, Utf1, Fgf4, Fbx15 遺伝子等が知られており、
Octamer 配列には OCT４が Sox 配列には SOX２の結合能が
示 さ れ て き た。ゲ ル シ フ ト 解 析 の 結 果、Nanog の
Octamer/Sox 配列にもそれぞれ OCT４と SOX２が結合する
能力のあることが示され、ChIP 解析から未分化細胞内で
OCT４が Octamer 配列に SOX２ が Sox 配列に結合できるこ
とを明らかにした。興味深いことに、ES（R１）細胞では、
Sox 配列に SOX２ 以外の SOX 関連因子（SBP）が結合し転
写活性を上昇させていた（図２）。これらの結果から、未分
化性細胞で Sox 配列には SOX２ 以外の因子も結合能があり、
OCT４との組み合わせにより転写の時間的空間的制御に関わ
る可能性が示唆された。
Nanog 遺伝子の転写のオン／オフは、OCT４ と SOX２ お
よび他の SOX 関連因子との相互作用により制御されている
こ と が 明 ら か に な っ た。未 分 化 性 に 特 異 的 な 転 写 は
Octamer/Sox 配列により制御されるが、厳密な転写量や組
織特異性を規定するシス制御領域は他にもありそうである。
一方で、転写因子 NANOG がどの様な下流遺伝子をどの様
に制御するのかは未だ手つかずの問題として残されている。
Nanog 研究が未分化性維持機構解明の突破口になるのでは
ないかと期待している。（０４．
１１．
２５）

遺伝学会に何を求めるか
関口
石和会長から GSJ コ ミュニケーションズに何か書くよう
にといわれた。私にそのようなお鉢がまわってきたのは、
いいかげん年をとってきたからに違いない。考えてみると、
遺伝学会にはじめて参加してからそろそろ５０年になる。そ
の間は、まさに生命科学の激動の時代であり、その中に身
をおいた一人としていささかの感慨もなくはないが、ここ
では一研究者として学会に何を求めるかという立場から私
見を述べてみたい。
研究を進める上で何が大切かというと、その分野の学問
の中で未解決で、しかも最も本質的なものをとりあげるこ
と、そしてそれを解くための手段を手に入れることではな
いかと思う。それさえ達成できれば、たとえ困難であって
も目標に近づいていくことができる。
もっともこれは観念的には理解できても
現実にはなかなか難しい。世界中の研究者
がそれをめざしてひしめきあって努力して
いるので、その中で自分の世界をつくって
いくのは大変である。人よりも早く、しか
も深いレベルまで達しなければ意味がない。
そのためには何が必要であろうか。まず
第一は自分で徹底的に考えることである。
考えをメモし、それを何週間か、あるいは
何ヶ月にわたって続けていると、前に考え
たことが次々とこわれ、新しい考えが出て
くる。ある程度まとまったらそれを周囲の
身近な人に話し、議論をふっかけてみる。
そんなことをしているうちに自分の考えの甘さに気付くこ
ともあるが、試行錯誤の上によりはっきりしたモデルが見
えてくる。そうなればしめたもので、あとはそれを具体的
に験す実験にとりかかるだけである。
しかしよりダイナミックに研究を進めるには、これだけ
では不充分である。その分野の一流の研究者の論文を読ん
で知識を得ることが必要である。論文を読むことにはそれ
なりに大きな意味があるが、そこで得られる情報は時間的
に少し後れたものにならざるを得ない。情報を得る点で一
番いいのは外国で行われるシンポジウムやワークショップ
に出席することである。そこで自分達の得た結果を発表し、
一流の研究者からチャレンジをうけることができれば一番
よい。発表後の質問で思わず肝を冷やすこともよいし、休
み時間での会話から思わぬヒントを得ることができる。相
手がそのように意図していっていなくても、それがひとつ
の刺激になって自分のアンテナがゆり動かされる。私自身
そのような国際集会に出席した帰りの飛行機の中で興奮し、
新しい計画の想をめぐらしたものである。
このような会合の代表的なものとしては、夏にアメリカ
の北東部ニューハンプシャーを中心に開かれるゴードン会
議や、冬にコロラドなどで開かれる UCLA 会議（Keystone
Symposium）があるが、最近ではヨーロッパでも各地で開
かれることが多い。このような会合はテーマがしぼられて
おり、さらに泊まり込みで開かれるので、外国の研究者と

睦夫

ゆっくり話をし、時には友達づきあいに発展することも
あって、学問を進める上でまたとない機会となる。
そういう意味で、このような会合に出席して発表するの
は有意義であるが誰でもがすぐにできるものでもない。この
ような会合の口演者はすべて招待の形で選ばれるし、また
参加者の数も限定されることが多い。大学院生を含む若い
人達がこのような機会を得るのはなかなか難しい。
それでは国内でこれに似たようなものをつくり出すこと
はできないだろうか。最近では、ゴードン会議の一部を日
本で行ったり、あるテーマについての国際シンポジウムが
開かれることもある。しかしこの種の会合に若い人達が積
極的に関与することはなかなか難しいし、会合そのものが
１回きりのものであることが多い。
もしそれが難しいとすると学会の年会にで
きるだけその要素を取り入れることはできな
いだろうか。現在の遺伝学会ならある程度そ
れはできるのではないかと思う。年会に集ま
る人数が余り多くなく、しかも遺伝現象とそ
の機構という問題に焦点がしぼられているか
らである。これが分子生物学会となるとそう
, ００あり、参加者
はいかない。演題の数は約３５
, ００人を超えるという。ただ私は分子生物
も９０
学会が悪いといっているのではない。生命現
象を分子レベルで理解し、それに共通する機
構を明らかにしようという分子生物学の考え
方は私の研究のバックボーンをなすものであ
り、分子生物学会の発展にいくばくかの寄与をなし得たこ
とも私自身の喜びとしている。しかし分子生物学会は生命
科学全般をカバーするものであり、その中でとりあげられ
る現象や機構も多様である。当初は遺伝子が主体であった
が、現在ではがんや免疫、脳神経系を含む高次の生命現象
の分子的理解へと進んでいる。学問の発展とともにさらに多
様な分野へとアメーバのようにひろがっていくであろう。こ
れは分子生物学会が横断的な組織であって、異なる分野の研
究者がそれぞれの問題を持ち寄って共通の意識のもとに討議
するという当初からの精神に基づいているからである。
私は常々若い人達に少なくとも２つの学会に参加して
（時には自分の学問的変遷に応じて所属を変えて）
、多面的
な刺激を受けるようにしたらよいといっている。分子遺伝
的な研究をする人なら遺伝学会と分子生物学会、がんの解
明を志すなら癌学会と分子生物学会、あるいは遺伝学会と
進化学会というわけである。専門分野と分野横断的な会合
の空気を共に吸って、固定観念に捉われない自分なりの学
風をつくっていく必要がある。
話が大分横へそれたのでもとへもどすと、年会には少な
くとも２つの意義があると思う。第一は研究結果を発表し
て討議することであり、第二は関連する問題、あるいはさ
らに広い範囲の講演を聞いて視野を拡めることではないか
と思う。
第一の発表に関しては、口演が望ましいが、それには問

題もある。発表者が多いと沢山の会場で平行して講演が行
われることになり、聞きたいものも聞けなくなる。会場の
数はできれば２つぐらいがよい。遺伝学会は伝統的に口演
で発表ということになっているが、将来的にはポスターも
取り入れた方がよいのではなかろうか。口演とポスターを
どうふりわけるか、技術上の課題もあるが、これはよく考
えれば解決できる問題である。
第二の問題に関しては、分野横断的あるいはある問題を
多面的に把えるようなシンポジウムを企画することが望ま
れる。遺伝学の分野では分子遺伝、細胞遺伝、集団遺伝と
いった異なったレベルでの研究が行われているが、それら
を通じて共通する課題があるはずである。また１つの中心
的な課題を異なったアプローチから探り、それを統合化す
ることも、次の発展を考える上で重要である。必要に応じ
て会員以外の人にも参加してもらっていろんな角度から問
題を捉えることができればすばらしい。多くの生物につい

てゲノムの解読がなされ、それをもとにしてプロテオミクス
が発展しつつある今日、どのような研究がこれから必要か
について考える場が必要なのではないだろうか。学問の前
線は常に動いていくものであり、その時々に応じて新しい
分野を切り拓いていくことの重要さを感じ取ることが若い
人達には大切である。これは当然大学の使命であると思う
が、学会はそれをより先鋭な形で示すことができるのでは
なかろうか。
さてここまで書いてきて石和さんにいわれたことを思い
出した。気楽に書いて下さい、ユーモアを忘れずにと。最
初はそのつもりで書き出したのだが、いつの間にか力が
入ってお説教じみたことになってしまった。何でもまじめ
に考えてしまう性格で、これは一生なおらないということ
かもしれない。ということで私の性格をさらけ出して責を
果たさせていただきたい。
（GSJ コミュニケーションズ ０３年４号より転載）

Best Papers 賞
BP 賞とは
Best Papers（BP）賞は、２１世紀最初の遺伝学会を記念して、２００１年の日本遺伝学会第７３回大会（東京）で、優れ
た講演に贈られたのが始まりです。その時は、日本遺伝学会の BP 賞には、授賞式も賞金もありませんし、月桂冠す
らなくあるのはただ名誉だけといった賞でした。優れた研究成果であることを認め、Genes & Genetic Systems（GGS）
付録の「若手研究者が語る２１世紀の遺伝学」にその研究成果を書いていただき、「遺伝学が今していること、これか
ら目指すこと」を機会あるごとに世に広く知らしめ、遺伝学会の明日を担う若人を鼓舞しようとするものでした。
メンデルの遺伝の法則が再発見されたのは１９００年で１９世紀最後の年です。翌年から始まった２０世紀は、遺伝学の世
紀であったといっても過言ではありません。この間、遺伝学は、生物の細胞から個体そして集団における遺伝の法則
を追求し、遺伝子が成長、発達、形態形成さらには死までも支配していることを分子レベルから解明することを目的
とする科学にまで成長しました。これからの１００年、２１世紀の遺伝学はどのように成長し発展していくのかを考える
と眩暈を覚えるほどです。その２１世紀の日本の遺伝学の底力が BP 賞なのです。
今年、２００４年、日本遺伝学会第７６回大会（大阪）の BP 賞は、以下のように選考されます。
投票方法：評議員会メンバー（会長、幹事、評議員）
、編集委員会と編集顧問および各セクションの座長が投票します。
評議員会メンバー、編集委員会、編集顧問は、聴いた講演のなかから約１割程度を「特に優れた講演」あるいは「優
れた講演」として、座長は担当した講演のなかに優れたものがあればそれを推薦します。BP 賞は、Best Papers 賞で
あって Best Researchers 賞ではありません。老若男女講演者にかかわりなく、優れた研究内容の講演が選ばれます。
今年からは、特別に投票者を選んで、研究分野間の偏りを是正するなどの方策も考えております。
集計方法：投票結果の集計は選考委員会が行います。「特に優れた講演」あるいは「優れた講演」として投票された
講演は、得票数ではなく得票率の高かった順に１０編程度を BP 賞対象講演とします。分野に著しい偏りがあった場合
は、選考委員会で協議いたします。
選考委員会：河野重行、斎藤成也、品川日出夫、篠原

彰、高畑尚之、田嶋文生、森

郁恵、原島

俊、升方久夫、

石和貞男（オブザーバー）、ただし集計結果によって変更することがあります。
選考結果の発表：GGS の付録の「本会記事」、ならびに大会ホームページに、選考結果を掲載いたします。BP 賞とし
て選考された講演の発表者には、郵送でお知らせします。その際に、GGS 付録の「若手研究者が語る２１世紀の遺伝学
（蠱）」にその研究成果を紹介する原稿を依頼します。発行者（石和・品川）の熱意もあって、最近は「GSJ サロン」
の愛読者が驚くほど多くなっています。また、学会のホームページ、および第７６回大会のホームページにも掲載いた
します。原稿を頂いた BP 賞受賞者には、認定証をかたどった賞状と記念品を贈呈することを考えております。第７５
回大会（仙台）では GGS の表紙を模したクリスタル製のペーパーウエイトを差し上げ大好評でした。GGS 付録の
「若手研究者が語る２１世紀の遺伝学（蠡）」（２００３年度）の裏表紙をご覧下さい。（大阪大会予稿集２１頁より転載）
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