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今年で４度目となる BP 賞の受賞講演が決定した。
私にとってはじめての選考委員会ということもあり、
最初はとまどいもあったが、無事選考が終わってほっ
としているところである。受賞講演は今回の学会発表
の中でいずれも優れたものであることは保証できる。
この賞も漸く遺伝学会の中で定着してきたと思われる。
この機会にいったんは選考委員長という立場を離れて
科学賞というものに対する個人的な想いを述べさせて
頂こう。
まだ若かりし頃、正直なところ私はノーベル賞を含
めて科学賞というものにはなはだ懐疑的であった。そ
もそも、研究の価値など同時代の同業者に簡単に評価
できるわけなど無いというのがその主な理由であった。
若者特有の潔癖性がそう思わせたのかもしれないが、
露骨に言わないまでも評価を受けることを目的とした、
あるいは受けを狙った研究に対してある種のいかがわ
しさも感じたということ
もある。本来、研究は成
功報酬を求めて行うもの
では無く、格好良く言え
城石
ば真理への飽くことなき
好奇心の発露としてなさ
れるべきものであるとも
考えた。つまり、未知の
ものが少しでも理解でき
たという満足感こそが唯
一の報酬であると考えた
訳である。不思議なこと
に、このような考え方は
年を経るごとに薄くなり、
今では科学賞の意義を積
極的に主張するまではい
かないまでも、その存在
意義を充分認めることが
できるようになってきた。もっとも、そうで無ければ
BP 賞の選考委員長などやってられる道理も無い。
さて、それではどのような心変わりがあったのであ
ろうか。齢を重ねた結果と言ってしまえば、それまで
だが、有り体に云えば人生経験を多少はつんで人間と
いうものについて少しは理解が深まったということな
のかも知れない。要するに、人は褒められることが大
好きであるということがわかってきたということだ。
ついでに云えば、同時に他人を褒めることも好きとい
うことである。もちろん、褒める人が本心ではちっと
もそう思っていないことが見え見えの場合、それは嫌
み以外のなにものでもないが、多少なりとも本人が納
得のいく点であれば、人から褒められて嫌な気のする
人は居ないであろう。そして、褒められたことを弾み
してさらに努力するとういのも多くの人に共通した心
の動きではなかろうか。

これは、ひょっとしたら人間だけでなく他の動物に
当てはまる真理かもしれない。４年ほど前から、拙宅
でラブラドールリトリバーという品種の犬を飼い始め
た。盲導犬にも使われることの多い賢い犬ということ
で大いに期待して飼い始めたのであるが、モモと名付
けたこの雌犬は、床は壊すはソファーのクッションは
食いちぎるはと、そのお転婆ぶりには最初手が付けら
れなかった。困った挙げ句、専門の訓練所に聞いたり
犬の専門書を読んで勉強したところ、一つわかったこ
とがある。叱ってはいけない、褒めて育てることが肝
心であるということである。事実、いたずらをしたと
きに叱るとますます反抗的になり、褒めると主人のい
うことに従順になることがその後すこしずつわかって
きたのである。ということで、すくなくとも犬であっ
ても褒められることが好きであり、褒めることによっ
て育てるというのが正しい教育法ということであった。
犬と人を一緒してはかなわ
ないという人のために話を
人に戻そう。少し話題は古
くなるが、今年の千葉ロッ
俊彦
テの活躍には目を見張るも
のがあった。日本シリーズ
の４連勝には度肝を抜かれ
たが、ロッテを優勝に導い
た名将バレンタイン監督の
指導力はとみに喧伝される
ところである。ところで、
彼の指導方針なるものもま
た褒めて育てるというのが
その核心ということである。
来年は楽天の監督に野村克
也氏が就任することが決まっ
ている。彼はバレンタイン
監督とは反対の指導方針で
取り組むことを今から明言している。さて、来年のプ
ロ野球の結末がどうなるか、褒めるが勝ちか叱るが勝
ちか、来年の BP 賞の受賞者が確定するころには、判
定がでているかもしれない。
だいぶ話があちこちに飛んだが、言いたいことは、
つまり、賞というものは、どうやら褒めることが好き
な人と褒められることが好きな人の両方を満足させる
ために発明された制度ということらしい。さて、報償
制度がどうしてできてきたかはともかく、遺伝学会が
設けたこの BP 賞も、受賞が少しでも若者を鼓舞し、
それがきっかけになってさらに研究に身が入るように
なるのであれば、その役目は充分に果たしているとい
うことである。今の私は、この点、何ら疑いを抱いて
いない。多くの若者に対して、今後も BP 賞が少しで
も研究への弾み車としての役割を続けていくことを祈っ
ている。

BP 賞に寄せて

BP賞選考委員長

国立遺伝学研究所

しろいし

としひこ
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Ⅰ

シロイヌナズナに新規に見出されたダイセン
トリック環状染色体の解析
横田

悦子

よこた

えつこ

科学技術振興機構・CREST、
岡山大学資源生物科学研究所
核機能分子解析グループ

本研究室では、植物セントロメア（動原体）の機能構造
を解析するために、シロイヌナズナの染色体変異系統を作
出しています。これまで、T-DNA の導入等によって５種
類の染色体変異系統を作出しましたが、今回、その中で最
も小型の染色体（2S-D）について、詳細な解析を行いまし
た。このミニ染色体は、T-DNA の形質転換個体に見出さ
れたものですが、T-DNA の挿入は認められませんでした。
この 2S-D は第２染色体の短腕に由来し、約５Mb のサイ
ズであることが BAC クローンをプローブとした FISH か
ら明らかとなりました。しかし、第２染色体末端にある
rDNA もテロメアも有さないことから、特殊な染色体であ
ることが推定されました。そこで、減数分裂を注意深く観
村田

察したところ、パキテーン期において環状であることが確

稔

横田悦子

柴田

洋

認されました（図１）。また、セントロメアに特異的な
180-bp 反復配列をプローブとした FISH とパルスフィー

メアを持ち、それぞれが約 500 kbであることもわかりま

ルドゲル電気泳動から、このミニ染色体は２つのセントロ

した。これらの領域には、機能的セントロメアに特異的な
タンパク質 HTR12（CENP-A ホモローグ）が認められた
ので、両セントロメアとも正常に機能していることがわか
りました。体細胞及び減数分裂後期で、時折観察される染
色体橋もこの事実を裏付けています。また、BAC をプ
ローブとした FISH から、この染色体の切断点を推定した
ところ、セントロメアの内部と F3C11 の内部で切断が起
き、融合したことがわかりました。プローブのシグナルは、
それぞれ２コピー検出され、逆向きであることから、この
2S-D 染色体は、第２染色体短腕の切断、融合、組換えを
経て生じたと考えられます（図２）。このダイセントリッ
ク環状染色体は、自殖後代の約３割に伝達し、数代を経て
も安定に維持されることから、これまでの「環状染色体は

図１

パキテーン期の染色体の FISH 像

180-bp 反復配列をマジェンタ、BAC F3C11 をシアン、BAC T5M2
を黄色で示している。（A）新規に同定されたミニ染色体 2S-D（矢
印）。（B）2S-D 拡大図 プローブのシグナルは、それぞれ２コ
ピー検出され、逆向きである。

不安定である」という常識からは説明できません。染色体
はテロメアがないと対合できないとされていますが、この
2S-D 染色体同士が対合できるか興味あるところです。今
後は、この染色体のベクターとしての利用も考えてみたい
と思います。
（05. 11. 17）

図２

ダイセントリック環状染色体の形成過程

第２染色体短腕セントロメアの内部と F3C11 の内部で切断が生じ（a）、切断部同士が
融合し、モノセントリック環状染色体が形成された（b）。さらに複製の際、姉妹染色
体分体交換がおき（c）、ダイセントリック環状染色体が形成されたと考えられる（d）。
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Ⅱ

線虫の新規繰り返し配列 CE1 因子は転写因子やクロマ
チンタンパク質と結合し、近接遺伝子発現を活性化する
高島

康郎

たかしま

やすお

岡山大学大学院自然科学研究科
生命分子科学専攻

図２ CE1（bs258）のヘアピン構造と転写因子結合配列

（後列左から）Frederick Anokye-Danso、北岡 瞬、佐藤 剛
（前列左から）大内正明・香川弘昭、高島康郎、板東哲哉*
*現所属：徳島大・知的クラスター

解読されたモデル生物のゲノムを比較した結果、ゲノム
サイズの増加は非コード領域の増加で、反復配列がその大
部分を占めることがわかった。線虫 C. elegans の全ゲノム
は1998年に決定され、様々な解析によりデータベースが構
築されている1）。線虫では in silico の解析結果が細胞や個
体レベルで検証できる。
当研究室では線虫の筋肉遺伝子とその発現制御機構を解

図３ CE1 family の染色体分布

析している2,3）。我々はトロポニン C 遺伝子 pat-10 の上流
１ kbに位置し、未知の遺伝子 C46H11.6 の第１イントロン

（bs258）は pat-10 の発現には影響しないが 2）、これを除去

にある 258 bp の配列が反復配列であることを見出し、こ

すると C46H11.6::GFP の蛍光は減少した（図１）
。構造予

れをCE1（bs 258）と名付けて構造と機能を調べた。CE1

測によるとCE1（bs258）はヘアピン構造をとり、転写因子
結合配列を含んでいた（図２）。酵母ワンハイブリッドス
クリーニングにより複数の転写因子やクロマチンタンパク
質がCE1（bs258）結合因子として単離され、RT-PCR によ
りCE1 （ bs 258） の転写産物も検出された。さらに CE1

（bs258）を線虫ゲノムで BLAST 検索して得た292個の類似
配列からなる CE1 family のゲノム分布を調べた。CE1 family は全染色体に散在しており、その43%が遺伝子に近接ま
たはイントロンに内在した（図３）。近接遺伝子には転写
因子、タンパク質修飾因子、膜タンパク質が多かった。
本研究では CE1 family の全ての近接遺伝子の発現につ
いては調べてないし、CE1（bs258）結合因子として単離さ
れた転写因子やクロマチンタンパク質の機能も解析してい
ない。当研究室では遺伝子発現について発生時期と細胞系
譜を結びつける遺伝子群の探索も行っている。本研究は21
世紀の遺伝学に重要な noncoding DNA の機能解析あるい
は interactome の視点から興味を持たれて BP 賞に選ばれ
たのだと思っている。
（05. 11. 19）

図１ CE1（bs258）の近接遺伝子発現への影響
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文献
１） http://www.wormbase.org/
２） Terami et al. （1999） J. Cell Biol. 146,193-202.
３） Bando et al. （2005） J. Mol. Biol. 348,101-112.

Ⅲ

ヒト Siglec-11 の機能と発現は隣接する
偽遺伝子による遺伝子変換で変化している
早川

敏之

はやかわ

としゆき

Department of Cellular & Molecular Medicine,
University of California at San Diego
総合研究大学院大学
葉山高等研究センター

ヒトの独自性の遺伝的基盤の解明は、ヒト進化研究の中
心課題のひとつです。今年チンパンジーゲノムの概要配列
の解読が終了し（文献１）、今後その解明は急速に進んで
いくと考えられます。我々は、このチンパンジーゲノムプ
ロジェクトに参加し、そこで得られた情報をもとに、ヒト
SIGLEC11 遺伝子が ヒト特異的遺伝子 であることをみ
つけました（文献２）
。
SIGLEC11 遺伝子は細胞表面受容体 Siglec-11 をコードし
ています。この Siglec-11 は、細胞表面糖鎖末端に位置す
る酸性単糖のシアル酸をリガンドとして認識する受容体で
す。SIGLEC11 はヒト第19番染色体上にあり、その近隣に
は偽遺伝子 SIGLECP 16 があります。この偽遺伝子は
SIGLEC11 の第１エクソンから第８エクソンに相当する部
分に相同性を示します（図１）。ヒト SIGLEC 11 とヒト
SIGLECP16 とを比較したところ、遺伝子上流部から第５
エクソンを含む約２kb の領域で、99.3％という高い相同性
を示し、その下流の領域では94.6％でした。チンパンジー
上段左から）早川敏之、安形高志、Tarjei S. Mikkelsen
下段左から）Amanda L. Lewis、Nissi M. Varki、Ajit Varki

図１

SIGLEC11と SIGLECP16 の遺伝子構造

ヒト系統において、SIGLEC11 の遺伝子上流部から第５エクソン
を含む領域で、SIGLECP16 による遺伝子変換がおこった。

図２ ヒトとチンパンジーの間での Siglec-11 の機能と発
現の違い
ヒト Siglec-11 はチンパンジー Siglec-11 よりもシアル酸結合力が
弱い。ヒトでは脳ミクログリアにもSiglec-11が発現している。

ゲノムにも SIGLEC11 と SIGLECP16 が存在しているため、
99.3％の相同性はヒト系統での遺伝子変換の結果と考えら
れます。ヒトおよび類人猿の配列を用い解析をおこなった
ところ、ヒト系統でのみ SIGLECP 16 （偽遺伝子）が
SIGLEC11（遺伝子）を変換していることがわかりました
（図１）
。
偽遺伝子による遺伝子変換がおこった部分は、シアル酸
認識ドメインをコードするエクソンと、遺伝子上流領域を
含んでいます。そこで、シアル酸の結合能と発現パターン
をヒトと類人猿の間で比較したところ、ヒトではシアル酸
結合力が弱くなっているとともに、脳のミクログリアで発
現できるようになっていることがわかりました（図２）。
このため偽遺伝子による遺伝子変換で、ヒト Siglec-11 は
機能の改変をうけ、脳での発現能を獲得したと考えられま
す。以上のことから、ヒト SIGLEC11 はヒト特異的遺伝子
とみなされ、ヒトの脳の進化に関係したとみられます。ま
た、これらの知見は偽遺伝子が新規遺伝子の供給源となり
うることを示し、「偽遺伝子は無意味なジャンクDNA」と
の見方に再考をせまるものです。さらに、SIGLEC11 とヒ
ト固有の病気との関係も推測されました。
今後はヒト SIGLEC11 のさらなる解析の他、SIGLEC11
以外のヒト特異的遺伝子の探索や、そのヒト固有の病気と
の関係についての研究もおこなっていきたいと思います。
（05. 11. 24）
文献
１） The Chimpanzee Sequencing and Analysis Consortium. Nature
437, 69-87（2005）
.
２） T. Hayakawa et al. Science 309, 1693（2005）
.
2006年より大阪大学微生物病研究所
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Ⅳ

イネ YABBY 遺伝子の発現抑制と構成的発
現による機能解析

左から 原田浩介 鳥羽大陽 平野博之 高村篤志

研究背景
当研究室では多様な形態を持つ高等植物の発生を制御す
る遺伝的機構とその進化を解明することを目指していま
す。単子葉植物のモデル植物であるイネを材料に分子遺伝
学的なアプローチによりイネ遺伝子の機能を研究し、その
知見をもとに遺伝子機能の共通性や特殊性などの進化発生
学的な研究を進めています。当研究室において解析されて
きた DROOPING LEAF（DL）は YABBY 遺伝子とよばれ
る遺伝子ファミリーに属し、心皮アイデンティティーの決
定と中肋形成というイネの発生に重要な役割を担っている
ことが明らかになっています。
（Yamaguchi et al. Plant cell
16:500-509, 2004）

鳥羽

大陽

とりば

たいよう

独自なの形態の形成に重要な働きをしていると考えられま
す。そこでこれら遺伝子の機能を解明するために、RNAi
法による遺伝子抑制形質転換体と構成的に遺伝子発現する
形質転換体を作製し、その表現型を解析しました。
まず、OsYABBY1 および OsYABBY2 をそれぞれ抑制し
た形質転換体では、対象とした遺伝子の mRNA の蓄積は
顕著に減少していましたが、表現型には変化が見られませ
んでした。これは、これら二つの YABBY 遺伝子は重複し
た機能を持つことを示唆していると考えられます。
次に、イネアクチンプロモーターにより OsYABBY1/2/6
の３つの遺伝子をそれぞれ構成的に発現する形質転換体を
作製、解析しました。これらの YABBY 遺伝子の構成的発
現体では、矮小化や葉の短小化、葉脈形成の乱れなど、各
遺伝子によりさまざまな形態的変化が観察されました。異
常な形態を示した葉身の内部構造を観察したところ、３つ
の遺伝子に共通した影響として、維管束に接する葉肉細胞
が空洞化していることがわかりました。このような現象は
YABBY 遺伝子が本来機能していない場所で発現すること
により起こったものであろうと考えています。構成的発現
体の解析から、これらイネ YABBY 遺伝子は重複した機能
とそれぞれに独自な機能の両方を持っていることが示唆さ
れています。
今後の展望
本研究では、単子葉特異的とみられる３つの YABBY 遺
伝子を解析した結果、これらの遺伝子がイネの形態形成に
深く関わっていること、重複した機能とそれぞれ異なる機
能を有していることを示しました。しかしながら、これら
YABBY 遺伝子が本来発現している組織や器官、特に大維
管束や穎における遺伝子機能の解明には至りませんでし
た。今後は多重の YABBY 遺伝子機能欠損植物体を作製・
解析し、YABBY 遺伝子の機能とイネ形態形成の関係を明
らかにしていこうと考えています。
（05. 11. 25）

発表講演概要
シロイヌナズナでは、YABBY 遺伝子は側性器官の背軸
側のアイデンティティー決定に機能していることが知られ
ています。一方で、イネには全部で８つの YABBY 遺伝子
が存在していますが、DL
以外の YABBY 遺伝子の機
能については、ほとんど明
らかとなっていません。分
子系統学的解析により、イ
ネ YABBY 遺伝子にはシロ
イヌナズナには見られな
い、単子葉植物に特異的な
３ つ の YABBY 遺 伝 子
OsYABBY1/2/6 が存在する
ことが明らかになりました
（図２）。これらの YABBY
遺伝子は、in situ ハイブリ
ダイゼーションの結果、内
穎・外穎や大維管束といっ
図１ イネの研究は田植えから
たイネに特徴的な器官や組
研究室のメンバー（手前）ならびに、東京大
織で発現していることが判
学大学院理学系研究科の有志（奥）による突
明しました。このことから、 然変異イネの田植え。東京大学多摩農場水田
にて。2005年６月初旬。
これら３つの遺伝子はイネ
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東京大学大学院理学系研究科
進化遺伝学研究室

図２

YABBY 遺伝子の分子系統樹

OsYABBY1/2/6 は単子葉植物のみの遺伝子からなるサブ
ファミリーに含まれる。

Ⅴ

遺伝子退化による生物の進化（2）
〜海棲哺乳類嗅覚受容体遺伝子を中心に〜

生物はいかにして種特異性・個別性を獲得するのか？ま
た、それはどのような遺伝的基盤によるものなのか？これ
らは、進化生物学上もっとも基本的かつもっとも重要な問
いである。我々は、種個別性獲得の際に起こるゲノム変化
は、その大部分が新規機能遺伝子の獲得ではなく、むしろ
既存の遺伝子の発現量の変化であったり、当該生物が生息
している環境下における無用な遺伝子の偽遺伝子化である
と考えている。そのような環境の影響をもっとも顕著に受
けやすい遺伝子群のひとつに感覚受容に関わる遺伝子群が
考えられる。
五感に代表される感覚受容遺伝子群の中で、研究が進ん
でいる視覚・嗅覚においては、哺乳類の中でもそのレパー
トリの多様性が分類群により大きく異なることが知られて
おり（図１）、苦味を受容すると考えられている遺伝子群
においても、同様の現象を我々は報告した1）。さらに、そ
れら感覚受容遺伝子群はそれぞれ独立に進化してきたので
はなく、互いに密接に関わり合っている事が明らかになり
つつある。例えば、霊長類はその進化の過程で、X 染色体
上のオプシン遺伝子が重複した結果、三色色覚システムを
獲得したが、その代償として嗅覚システムが他の二色色覚
システムを持っている霊長類・哺乳類と比較して退化し
た。ある種の感覚のトレードオフが生じたのである。

郷

康広

ごう

やすひろ

（後列左から）高畑尚之、金 慧林、颯田葉子、辻野 史
（前列左から）郷 康広、久野 香

図２

図１

五感＋フェロモン感受性遺伝子

現在まで分かっている、五感＋フェロモン受容に関わると考えら
れている遺伝子と哺乳類（一部ニワトリを含む）における各感覚
システムの多様性。旧世界ザル・類人猿・ヒトは、発達した色覚
（三色色覚）の獲得と引き換えに嗅覚が、マウス・ラットなどの
げっ歯類に比べて退化した。同様の効果は、フェロモン受容体遺
伝子においても認められる。しかし、一般に嗅覚のするどいと言
われているイヌでも顕著なフェロモン受容体遺伝子の退化が起っ
ており、その理由は現在のところ定かでない。

そこで、我々は、海棲適応という環境の変化が感覚シス
テムに及ぼす影響を調べるために、クジラ目における嗅覚
受容体遺伝子群について研究を行った。その結果、以下の
ことを明らかにした（図２）。１）クジラ目に最近縁種で
あるカバと比較して、極めて有意に嗅覚受容体遺伝子が偽
遺伝子化していた。２）クジラ目内においても、ハクジラ
亜目であるハンドウイルカにおいて、ヒゲクジラ亜目であ
るミンククジラより有意な嗅覚受容体遺伝子の偽遺伝子化

総合研究大学院大学
先導科学研究科 生命体科学専攻

海棲哺乳類における嗅覚システムの退化

ハンドウイルカ・ミンククジラ・カバにおける偽遺伝子の割合。
ハンドウイルカにおいて、カバのみならずミンククジラと比べて
も有意な嗅覚遺伝子の偽遺伝子化が起きていた。ハンドウイル
カ・ミンククジラの種分化後、および両者の共通祖先（5300万年
前にカバと分岐後、5000万年前頃に海棲適応を始めたと考えられ
ている）における、偽遺伝子化率・機能的制約の程度を求めたと
ころ、ハンドウイルカの系統において、急速な偽遺伝子化率の上
昇、および、機能的制約の緩みが明らかになった。

が生じていた。３）ハクジラ亜目とヒゲクジラ亜目の共通
祖先における嗅覚受容体遺伝子にかかる機能的制約は、原
生ヒゲクジラ亜目のそれと同じであった。これらのことは、
ハクジラ亜目における嗅覚受容体偽遺伝子化のさらなる加
速を意味しており、海棲適応だけが嗅覚受容体退化の唯一
の理由ではないことを意味している。我々は、それはエコ
ロケーションシステムの獲得にあるのではないかとの仮説
を新たに立て、現在、その仮説をエコロケーションを行う
小コウモリ類と行わない大コウモリ類の嗅覚受容体遺伝子
を調べる事で立証しようとしている。
文献
１） Go et al.（2005）Genetics 170: 313-326.

（05. 11. 26）
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Ⅵ

シロイヌナズナ FWA 遺伝子のインプリントさ
れた発現抑制における SINE 様 反復配列の役割
木下

哲

きのした

てつ

国立遺伝学研究所
総合遺伝研究系

代を越えて安定に遺伝します。もう一つ着目した点は、植
物では２本鎖 RNA を導入すると、配列特異的に de novo
のメチル化を誘導できる点です。低メチル化状態の遺伝子
に配列特異的に de novo のメチル化を書き込むことで、遺
伝子発現抑制に必要なシス配列を決定しようという試みで
す。
図２に示したように、プロモーターの上流域、レトロト
ランスポゾン SINE に類似の配列を含む反復配列領域、開
始コドン上流の比較的長いイントロン領域、それぞれ２本
鎖 RNA を発現するコンストラクトを作成し検証しました。
解析の結果、反復配列領域に de novo のメチル化を誘導す
るコンストラクトのみ FWA 遺伝子発現を off にできるこ
とがわかりました。インプリントされた発現も野生型同様
に復帰します（図３）
。
（後列左から）角谷徹仁、木下 哲
（前列左から）三浦明日香、木下由紀

シロイヌナズナは遺伝解析の容易なモデル植物として、
様々な研究分野に用いられています。エピジェネティクス
の分野においても、DNA メチル化酵素、ヒストン修飾酵
素、RNAi 装置に関する突然変異体が数多く得られていま
す。これらの変異体が生育可能であること等の利点を生か
して、多くの研究がなされており、エピジェネティクスの
モデル系としても注目されています。
FWA 遺伝子はホメオドメインを持つ蛋白質をコードし、
DNA のメチル化が低下する変異体では異所的発現が誘導
され、写真のように花が咲くタイミングが著しく遅れます
（図１左）
。また、通常発生においては胚乳組織で発現して
おり、インプリントされた発現パターンを示します（図１
右）。父由来アレルの発現抑制が DNA メチル化酵素遺伝
子に依存することから、インプリントの「目印」は DNA
メチル化と考えられます。しかしながら、どの配列のメチ
ル化が発現抑制に働くかは不明でした。
私たちは、FWA の全体にわたって DNA メチル化が低下
し、遺伝子発現が常に on になっている fwa-d 変異体に着
目しました（図１左）。この変異体の低メチル化状態は世

図２ 二本鎖 RNA コンストラクトによる de novo のメチ
ル化ターゲット領域

図３ 反復配列領域をターゲットする二本鎖 RNA による
インプリンティングの復帰
１．野生型同士の掛け合わせ；インプリンティングが見られる
２．fwa-d 変異体との掛け合わせ；インプリンティングの解除
３．fwa-d 変異体に反復配列特異的に de novo のメチル化を誘導し
た個体との掛け合わせ；インプリンティングの復帰
４．３の個体の後代、コンストラクトを持たない個体との掛け合
わせ；一度メチル化されると、その状態は二本鎖 RNA に依存
せず安定に遺伝する

図１ シロイヌナズナ fwa-d 変異の表現型（左）と胚乳
でのインプリントされた発現パターン（右）

10

シロイヌナズナの特性を生かして、インプリント遺伝子
のメチル化による制御領域を決定することができました。
他のインプリント遺伝子にも応用可能です。さらに今後の
課題として、レトロトランスポゾンに関連する反復配列が
インプリンティングを引き起こした可能性を探ることがあ
げられます。トランスポゾンの挿入、反復配列形成、イン
プリンティング獲得等の進化上の形跡をシロイヌナズナ近
縁種から手がかりを見つけたいと考えています。
（05. 11. 28）

Ⅶ

Xist 発現制御におけるプロモーター領域の
アンチセンス転写の意義
大畑

樹也

おおはた

たつや

科学技術振興機構・さきがけ
国立遺伝学研究所
人類遺伝研究部門

X 染色体を二本もつほ乳類のメスは、X 染色体から
発現される遺伝子量を一本しかもたないオスと等量
にするため、二本のうち一本を不活性化します。X 染
色体不活性化と呼ばれるこの現象には、非コード
RNA である Xist とTsix が大変重要な役割を担ってい
ます。Xist RNA は将来不活性化する X 染色体から特
異的に発現し、その染色体全体に渡って結合する事
で不活性化を誘導すると考えられています。一方、
Xist 遺伝子全体を覆う形で逆方向に転写される Tsix
は（図１）
、Xist の発現を cis に抑制している事がTsix
の機能破壊マウスの解析より明らかになってきまし

（左から）佐々木裕之、大畑樹也、保木裕子、佐渡

敬

た。
では、Tsix はどのようにして Xist の発現を負に制御する
のでしょうか？近年我々は、Tsix は Xist のプロモーター領
域のエピジェネティックな修飾の構築に深く関与すること
で、Xist の発現を負に制御していることを報告しました。
この結果をもとに、Tsix による Xist プロモーター領域のア
ンチセンス転写がその修飾の構築に関与しているかを検討
しました。
Tsix の転写を Xist プロモーターより手前で終結させるた
め、Tsix/Xist 遺伝子内に poly A 付加シグナルを挿入した
マウスを作製しました（Tsix pA、図1）
。Tsix pA アリルからの
Tsix の転写は Xist プロモーターに達する前に終結している
ことを確認した後、Xist 発現を調べました。その結果、正
常なオスは Xist の発現が押さえられているのに対して、
Tsix pA アリルからは Xist の異所的な発現が観察され（図
２）、同時に DNA メチル化やヒストン修飾にも異常がみ

図２ Tsix pA アリルは Xist RNA の発現を完全に押さえ
る事ができない
正常なオスは、Tsix により Xist の発現が押さえられる。しか
しながら、Tsix pA は Tsix の転写が Xist のプロモーターより手前
で終結しているため、Xist の発現を胚体組織でも（左図、
Whole embryo、E13.5）、胚体外組織でも（右図、Visceral
endoderm、E13.5）完全に押さえる事ができない。

られました。
これらのことから、Tsix による Xist プロモーター
領域のクロマチン制御には、まさにその領域のアン
チセンス転写が重要な役割を果たしている事が強く
示唆されました。しかしながら、同時に新たな問題
が浮上しました。ひとつは、プロモーター領域のア
図１ Xist/Tsix 遺伝子座および Tsix pA アレル
Tsix は Xist 遺伝子全体を覆う形で転写されるアンチセンス RNA である。
今回作製した Tsix pA アレルは、Tsix の転写を Xist のプロモーターより手
前で終結させる為、Tsix と順方向に４つの polyA 付加シグナル（multiple
pA : mpA）を Xist の転写開始点より下流約 900 bp にある XhoI サイトに
挿入した。Xist 遺伝子への挿入断片の影響を極力防ぐため、Xist の転写と
順方向に splicing donor（SD）と splicing acceptor（SA）を mpA の上流、
下流にそれぞれ配置した。

ンチセンス転写はそれだけでクロマチン制御に十分
か否かという問題です。また、そのような転写と実
際におこるエピジェネティックな修飾はどのような
分子を介して行われるのかを同定するのも今後の課
題です。わかった様で実際にはまだまだすべき事が
あり、それもまたこのアンチセンス制御研究の醍醐
味だと感じています。
（05. 11. 28）
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Ⅷ

脊椎動物特異的なゲノム構造進化の発見
伊藤

剛

いとう

たけし

（独）農業生物資源研究所 ゲノム研究
グループ、（独）産業技術総合研究所
生物情報解析研究センター

の他の真核生物と比較し、その偏りの由
来を探った。まず、ヒト遺伝子に相同な
遺伝子を他生物で検索し、それらの位置
関係をヒトと比べた結果、ヒトのような
遺伝子構成は哺乳類ゲノムに特有で、マ
ウス等では見つかるもののそれより遠縁
今西

規

の種ではヒトと全く異なる位置関係にあ

荻原正人

ることが分かった。5'端を共有するよう

な制御関係は出芽酵母でも示唆されていたがこれとは共通
性がなく、またセンチュウのオペロンなどとも関係がな
かった。次に、5'端共有構造を持つ遺伝子の由来を調べた
ところ、GOによる機能分類では特にはっきりした偏りは
小柳香奈子

五條堀孝

伊藤

剛

なかった。加えて配列保存性をデータベース中のタンパク
質に対する類似度でみると、5'端共有構造を持つものの方

遺伝子の配置に関して、原核生物ゲノムではオペロンに

が広く保存されていることが判明した。

代表されるような秩序だった構造が見られる。これに対し

これらの発見から、ヒトゲノムにおける 5'端共有構造と

て真核生物では、センチュウ近縁種にみられる独自のオペ

いうものが、古くから保存されている遺伝子を利用しなが

ロン構造などを除き、一見すると遺伝子はゲノム中で無作

ら哺乳類へとつながる脊椎動物の系統で進化したと考えざ

為に位置しているようにも見える。ところが最近になって、

るを得ない（図２）。このような特殊な構造を獲得した理

ヒト遺伝子の 5'端どうしが近接し制御領域を共有するよう

由としては、遺伝子が近接した場合の転写の読み越し

な傾向があることが明らかになってきており、高等真核生

（transcriptional read-through）等の問題を避けるため、結

物でも意味のある遺伝子構造が存在する可能性が示唆され

果的に 5'端共有構造が残っていると考えることもできる。

ていた。実際、完全長 cDNA という確かな転写の証拠の

しかし我々のデータは、遺伝子密度の高い酵母やシロイヌ

ある遺伝子に基づく我々の解析でも、遺伝子間距離が 1 kb

ナズナでは 5'端共有構造は特に増加していないことを示し

より短いような場合には 5'端が向き合っている構造をとっ

ており、一般化した議論の難しさをうかがわせる。ヒトの

ている場合が極めて多かった（図１）
。

5'端共有構造では CpG が多いことも分かっており、この

このような特異な遺伝子の位置関係がどのように進化し
たかを解明するため、本研究ではヒトゲノムの構造を９つ

図１

構造が共転写を生み、新たな制御系へと進化したような積
極的な意味づけも十分に考えられる。
（05. 11. 28）

９種の真核生物ゲノムにおける３種類の遺伝子ペアの分布

横軸は遺伝子ペア間の距離（bp）、縦軸は遺伝子ペアの数である。赤色は 5'共有
構造、青色は 3'共有構造、灰色は 3'-5'縦列構造の遺伝子ペアを示す。二峰性分
布がみられたヒトとマウスの 5'共有構造の遺伝子ペアについては、ペア間距離
の短いピークに矢印を付した。
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図２

系統特異的なゲノム構造進化

Ⅸ

ヒストン H3 の S10 残基のリン酸化を指標とした三倍
体コムギの非還元配偶子形成につながる細胞分裂の解析
芦田

安代

あしだ

やすよ

京都大学大学院農学研究科
応用生物科学専攻植物遺伝学分野

四倍体コムギ（Triticum turgidum, ゲノム
構成AABB）とタルホコムギ（Aegilops
tauschii, DD）との交雑により三倍体コムギ
（ABD）が生じる。三倍体コムギは通常不稔
であるが、中には稔性を示すものもある。稔
性を示す個体では、減数分裂で一回のゲノム
の複製の後、一度の細胞分裂で減数分裂を終
松岡由浩
える “SDM （single-division meiosis）” が起
こることが知られている1）。これにより体細
胞と同じゲノムを持つ非還元な配偶子を生
左から、遠藤 隆、芦田安代、那須田周平
じ、雌雄の非還元配偶子の受精によって六倍
体コムギを生じる。しかし、SDM において減数分裂第一
分裂（MI）だけが起こっているのか、第二分裂（MII）だ
けが起こっているのか詳しいメカニズムは不明である。そ
こで、減数分裂を特徴付けるタンパク質のとして、リン酸
化ヒストン H3S10（phH3S10）に着目した。phH3S10 は、
ヒストン H3 の N 末端から10番目のセリンがリン酸化され
たタンパク質で、細胞周期依存的な分布を示すことが知ら
れており、ライムギの減数分裂において MIでは染色体全
体に分布し、MII では染色体のセントロメア近傍に局在す
ることが報告されている2）。本研究ではphH3S10 の分布の
パターンを減数分裂型の指標として用い、三倍体コムギの
減数分裂の解析を行った。
材料として三倍体コムギとパンコムギ（Triticum aestivum cv. CS, AABBDD）を用い、抗 phH3S10 抗体を用い
た間接蛍光抗体法を行った。パンコムギの減数分裂細胞に
おいて、phH3S10 は、ライムギと同様の分布パターンを
示した。三倍体コムギの減数分裂細胞では、中期までは
MI のような分布パターンを示したが、姉妹染色分体が分
離し始める時期には、MII のような局在パターンを示した
図１ 三倍体コムギにおける phH3S10 のシグナル分布
（図１）
。ここで、中期から後期に移行する時期に見られた
重ね合わせ画像では DNA : をマゼンタ、phH3S10 を緑で示す。
シグナルがセントロメア近傍に局在するか確認するため
に、コムギセントロメア 192 bp 配列をプローブに用いて
FISH を行ったところ、後期が始まる時期に見られた
phH3S10 のシグナルは、FISH のシグナルと一致した（図
２）。三倍体コムギの減数分裂細胞では、中期から後期へ
移行する時期に phH3S10 の分布パターンが MI 型から MII
型へと変化していた。このことから、三倍体コムギの
SDM では分裂型が途中で変化するということが示唆された。
今後、SDM の起こる頻度が異なる三倍体コムギ系統を
用いて、phH3S10 の分布パターンが異なるかどうか解析
を進めていきたいと考えている。
（文献）
１）Matsuoka and Nasuda （2004） Theor. Appl. Genet. 109 : 17101717
２）Manzanero et al. （2000） Chromosoma 109 : 308

（05. 11. 28）

図２ 三倍体コムギにおける phH3S10 とセントロメア配
列のシグナル分布
DNA : 青、phH3S10 : マゼンタ、セントロメア配列 : 緑で示す。
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Ⅹ

O-フコース転移酵素である O-fut1 は、Notch のエ
ンドサイトーシス経路とターンオーバーを制御する
笹村

剛司

ささむら

たけし

東京理科大学基礎工学部生物工学科

さらにデコンボルーション法により、画像の解像度
を向上させた結果、O-fut1-細胞で蓄積した Notch の
大半は、小胞体に存在していないことを明らかにし
ました。
ショウジョウバエの培養細胞での解析から、Ofut1は Notch と特異的に結合しており、細胞外にも
分泌されていることがわかりました。そこで、我々
は O-fut1 が細胞外を経由して、Notch のダウンレ
ギュレーションを制御しているのではないかと考え
ました。実際に、分泌型に改変した O-fut1 の過剰発
現は、野生型の O-fut1 過剰発現よりも、強い分解の
左側から東 俊介、佐々木伸雄、松野健治、石川裕之、笹村剛司、
促進が観察されました。さらに興味深いことに、酵
鮎川友紀、金井麻衣子。右上、相垣敏郎。右下、中尾志保。
素活性のない O-fut1 を過剰発現することによっても
Notch の分解促進が観察されることから、この O-fut1 による
細胞間の情報を伝達する手段、情報伝達系の理解は、複雑
Notch の制御は O-フコースに依存しない機能であることが示
な発生のメカニズムを理解する鍵となります。この情報伝達
唆されました。そこで、我々は、O-fut1 の基質である GDP-フ
系には大きく二つの伝達様式があります。一つは、分泌型の
コースの合成酵素（GDP-フコース脱水素酵素、Gmd）をコー
リガンドを介した情報伝達系で、EGF、TGFβ、Wnt 情報伝
ドする遺伝子の突然変異体を作成しました。この Gmd 突然
達系など多数が知られています。それに対し、リガンドが細
変異をホモに持つ細胞（Gmd-細胞）では、Notch にフコース
胞膜上に存在し、細胞の直接の接触を介した情報伝達系は、
は付加されませんが O-fut1 は存在します。Gmd-細胞において、
比較的少数です。その一つとして重要な機能を担っているの
Notch の発現を観察したところ、やはり Notch の蓄積は観察
が Notch 情報伝達系で、線虫からヒトまで高度に保存されて
されませんでした。以上までの結果から、我々は、図２に示
います（図１）。Notch 情報伝達の活性化メカニズムは比較的
したようなモデルを提唱しています。O-fut1 は、第一の機能
単純で、Notch（レセプター）がDelta や Serrate（リガンド）
としてフコースを Notch に付加し、Notch とリガンドの結合
と 結 合 す る と Notch は 切 断 を 受 け 、 細 胞 内 ド メ イ ン
ICD
を可能にしています（図２①）。さらに第二の機能として、O（Notch ）が核内に移行し、CSLとよばれるエフェクター分
fut1 は Notch の co-receptor として機能しており、O-fut1 と複
子と複合体を形成し、標的遺伝子を活性化します。我々は、
合体を形成していない Notch は、エンドサイトーシスによる
この Notch 情報伝達系に必須な遺伝子として、neurotic を単
ダウンレギュレーションに異常をきたしてしまいます。また、
離し、この遺伝子が Notchタンパク質の EGF 様リピートにフ
この機能は、O-フコースに依存しません。現在までにいくつ
コースを付加する、O-フコース転移酵素（O-fut1）をコード
かの糖転移酵素が、細胞外においても存在していることが示
していることを明らかにしました（図１）。通常、フコース
唆されてきましたが、その意義に関してはほとんど明らかに
は糖鎖の末端に付加されますが、O-フコースはタンパク質の
されてきませんでした。今回の我々の結果は、そのような糖
セリン・スレオニン残基にフコースが付加された、マイナー
転移酵素が、細胞外においてまったく別の機能を持っている
な糖鎖です。我々は、このO-フコースがレセプターである
可能性を示唆しています。また、我々は、極性を持った細胞
Notch とリガンドの Delta の物理的な結合に必須であることを
における Notch の adherens junction への局在が、O-フコース
示しました（図２①参照）。
に依存していることを見いだしました。現在、この O-フコー
さらに我々は、O-fut1 突然変異をホモに持つ翅成虫原基の
スに依存した O-fut1 の機能および、Notch が adherens junc細胞（O-fut1-細胞）で、Notch タンパク質が蓄積されてるこ
tion に局在する意義に関して、研究を進めています。そして、
とを見いだしました。この蓄積は Notch 特異的であり、翻訳
最終的には、O-フコシル化による Notch情報伝達系の制御の
後の制御によるものと考えられました。また、O-fut1を過剰
全貌を明らかにしていきたいと考えています。（05. 11. 29）
発現することにより、Notch の分解の促進が観察されました。
そこで我々は、O-fut1-細胞では
Notch のエンドサイトーシスによる
ダウンレギュレーションに異常が生
じているのではないかと考えました。
観察の結果、O-fut1-細胞では、Notch
がエンドサイトーシスされるものの、
初期エンドソームへの移行が起こっ
ておらず、結果として、Notch が蓄
積していることが示唆されました。
最近、O-fut1は、Notch 特異的な分子
シャペロンであり、O-fut1-細胞では、
Notch が小胞体に蓄積しているとい
うモデルが Ken Irvine らのグループ
によって提唱されましたが、これは
我々の結果と合致しません。そこで、
我々は、O-fut1-細胞における Notch
の局在を共焦点顕微鏡により観察し、
図２ O-fut1 の機能
図１ Notch 情報伝達系と O-fut1
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ⅩⅠ

染色体 DNA 複製開始において CDK 活性を
必要としない変異体の単離
田中

誠司

たなか

せいじ

国立遺伝学研究所・微生物遺伝研究部門

生物の最大の特徴は自己複製能といわれますが、生物の
最小単位である細胞が分裂・増殖していくときには、世代
を超えて、その生物の設計図であるゲノム情報が狂いなく
完全に複製・分配されていかなければなりません。この染
色体 DNA の複製・分配がそれぞれ起きる S期・M期の開
始は細胞周期において厳密に制御されており、例えば、染
色体 DNA に異常がある場合には、チェックポイント機構
がその異常を感知して、細胞周期を S期やM期の前で停止
させることが知られています。染色体が正常であれば、細
胞周期エンジンと言われるサイクリン依存性キナーゼ
（CDK）の働きにより、細胞は S期・M期に進入すること
ができます（図１）。このように CDK は細胞周期の進行
田中誠司

を正に制御していますが、CDK がタンパク質キナーゼで

荒木弘之

あることから、CDK はそれぞれ S期・M期特異的な基質
を持ち、それらをリン酸化することで、細胞周期を進めて
いると考えられていますが、その分子機構については未だ
に多くの点が解明されていません。

の CDK によるリン酸化は複製開始に必要であるが十分で
はない、すなわち、複製開始過程において Sld2 以外にも

私たちは、この染色体 DNA 複製の制御機構に興味を持

CDK のターゲットが存在することがわかったことから、

ち、研究を進めています。これまでに私たちの研究室では、

それらの未知の CDK ターゲットの探索を行いました。具

出芽酵母を真核細胞のモデルとして用いて、多くの染色体

体的には、Sld2 の CDK リン酸化部位を全てアスパラギン

DNA 複製制御因子を単離・解析してきました。CDK が

酸で置換し、CDK がなくても、リン酸化された活性型

DNA 複製開始において、どのような因子をリン酸化し、

Sld2 を模倣できるような変異（sld2-11D）を作製し、この

複製を開始させているのかは、長い間なぞのままでしたが、

活性型変異が発現すると、CDK の活性がなくても DNA 複

最近私たちは、私たちが単離した Sld2 が CDK によりリン

製が起きるような変異の探索を行いました。幸運にも、

酸化されることが、DNA 複製を行う複製複合体の形成に

CDK の活性がない G1期においても DNA 複製が起きてし

必要であることを見いだしました。今回の研究では、Sld2

まうような変異体、JET1（Jumping CDK requirement with
eleven-D of Sld-two）を単離することができました。現在
までに、Jet1 と Sld2-11D による DNA 複製は、CDK を必
要としないこと以外は、通常の複製と同様の機構で起きて
いるらしいことが分かってきており、CDK が Sld2 と Jet1
を介して DNA 複製開始を制御していると予想されます
（図２）。今後、この JET1 変異体の解析を進めていくこと
で、CDK が真核細胞の染色体 DNA 複製開始をどのように
制御しているのかを解明できると期待しています。
（05. 11. 29）

図１

真核細胞の細胞周期進行制御

染色体 DNA の複製と分配が起きる S期、M期はそれぞれ S期
CDK、M期 CDK により制御されている。

図２

CDK による S期開始制御のモデル

S期 CDK は Sld2 と Jet1 をリン酸化し、DNA 複製開始を制御する。
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ⅩⅡ

アジアに広範に分布するヌマガエル種群における遺伝的分化と繁殖隔離機構
―交雑実験およびミトコンドリア DNA 遺伝子の塩基配列からの推定
住田

正幸

すみだ

まさゆき

広島大学大学院 理学研究科
附属両生類研究施設

存在とその程度から種の多様性を直接的に
解明するとともに、DNA 解析により集団間
での遺伝的分化の程度の定量化を行ない、
これらの結果を対比することで、これまで
渾沌としていた本種群の分類に対し、客観
性と信頼性の高い分類体系の確立を目指し
ている。
先ずこれまでに多くの動物で最もよく解析
に使用されており、データバンクに登録され
ている情報も多い、ミトコンドリア DNA の
16S rRNA 遺伝子を用いて系統解析を行った。
その結果、アジアのヌマガエル種群は南アジ
アと東南―東アジアの大きく２つのグループ
（後列左より）倉林 敦、Islam Md. Mafizul、Alam Md. Shafiqul、Djong Hon Tjong
に分岐することがわかった
（図３）。これらの
（前列左より）太田英利、松井正文、住田正幸
うち、南アジアのグループはさらに漸次に分
岐し、いくつかの種に分化していることが推
定された。また、東南−東アジアのグループはさらに２つ
ヌマガエル Fejervarya limnocharis はアジア系のカエルの
に分岐し、これらはそれぞれ基準産地の F. iskandari と F.
中では最も広く分布する種の一つで、わが国の本州中部か
。
limnocharis に近縁であることが推定された（図３）
らインド･パキスタンまでと、フィリピンおよびインドネ
また人工受精法により交雑実験を行ったところ、アジア
シアに棲息することが知られている。形態的な変異は比較
のヌマガエル種群には以下のような繁殖隔離機構の存在す
的少ないが、鳴声や遺伝的形質に地域間や地域内での変異
ることがわかった（図３）。つまり、南アジアと東南-東ア
が著しく、実際にはこの種名の下に多数の種が存在すると
ジアのヌマガエル種群は、完全な雑種致死により隔離され
考えられている。本研究では、アジアに広範に分布するヌ
ていること、東南―東アジアの F. iskandari と F. limnocharis
マガエル種群について、種分化の実態を解明するため、ア
のグループは、雑種発育不良により隔離されているが、隔
ジアの８ヵ国から23集団のヌマガエル種群を用いて、交雑
離が不完全な場合には雑種の精子形成が異常となること、
実験とミトコンドリア DNA 解析を行った（図１、２）。
南アジアのグループの間には、雑種不妊による隔離がある
殊に本研究では、アジアの広域分布種であるヌマガエル種
ことなどがわかった（図３）
。
群について、生物学的種の概念に基づき、繁殖隔離機構の
今後は、さらに本種群の分布範囲の全域を網羅して鳴声
分析、アロザイム分析、DNA 解析、形態観察などを行い、
より多角的な視点からアジアのヌマガエル種群における種
の多様性の全貌、ならびに種分化のプロセスとメカニズム
を解明していきたい。
（05. 11. 29）

図１

図２

アジア産ヌマガエル種群８ヵ国23集団の採集地

アジアの７ヵ国10集団のヌマガエル種群（スケール

は10mm）
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図３ アジア産ヌマガエル種群における繁殖隔離機構と
ミトコンドリア 16SrRNA 遺伝子の塩基配列に基づく系統
関係（系統樹は NJ 法により解析、数字は1000回あたりのブート
ストラップ値、スケールはサイトあたりの塩基置換数）

日本遺伝学会
第77回東京大会

一般講演を聴いて

第77回大会 BP 賞に寄せて
大会委員長

五條堀

孝（国立遺伝学研究所）

この度、日本遺伝学会第77回 BP 賞を受賞されました皆様に、こころからお祝い申し上げます。石和貞男会長をはじめ幹事の先生
方、そして大会委員会の方々のご努力により、いまや当学会の伝統になりました BP 賞を選考していただきましたこと、第77回大会
委員長として大変有難く感謝申し上げます。
賞金もない賞状だけの賞とはいえ、多くの先生方の厳正な評価と審査を通して選ばれただけに、その賞の価値の重さは他には代えが
たいものであると確信いたします。また、実際この賞を過去に受賞されました若い方々のご意見などをお聞きいたしますと、就職や転
職などの際、履歴書や業績書に BP 賞を明記したりされており、ご自身の励みとしては勿論のこと、経歴の向上などにもしっかり役
立っていることがわかりました。
今回、第77回大会をお世話させていただくにあたり、大会に「Return of Genetics−生命現象の統合的理解に向けて」というタイ
トルをつけました。やはり、遺伝学の醍醐味は、生命現象の「動的メカニズム」の解明と、それに向かうための「論理的」研究手法に
あると思います。ますます大きなプロジェクトの枚挙的・網羅的な成果として大量の生命情報が出れば出るほど、それらの情報から
「動的なメカニズム」をいい智恵を絞って「論理的」手法でどう解いていくかが要求される時代になってきていると思います。当学会
の BP 賞は、まさにそんな研究を担保し奨励する格好の推進力になっているように思います。
最後に、重ねて BP 賞を受賞されました皆様のご研究の更なる発展を祈念するとともに、BP 賞の審査に当たられました先生方に重
ねて感謝申し上げて、ご挨拶に代えさせていただきます。

第77回東京大会を振り返って
斎藤

成也（国立遺伝学研究所）

私は学会の幹事なので、BP 賞の選考委員であるが、今回は大会実行委員のひとりでもあり、その仕事で忙しく、あまり多くの講演
を聴くことができなかった。そこで、本大会の一般的な感想を以下に記す。
学会によっては、大会の一般発表は大学院生やポストドクがほとんどという場合もあるようだが、日本遺伝学会では、研究室の主催
者自らが発表することがよく見受けられるのは、とてもいいことだと思う。今回は大会実行委員のひとりだったため、ミニシンポジウ
ムの企画その他にいそがしかったので、一般講演は申し込まなかったが、私は基本的に遺伝学会では一般講演で発表するようにこころ
がけている。
以下では、実行委員会の一員として、大会全体を振り返ってみたい。今回、講演時間を15分から12分に短縮した。従来の時間に慣
れている会員からは一部不安の声もあったが、実行委員会で検討した結果、大多数の賛成を得て、質疑応答を含めて12分となった。
一部の講演で、持ち時間を使い切ったにもかかわらず、座長が質疑応答を許した場合があり、進行に多少の遅れが生じた。ただ、この
ような遅れは致し方ないだろう。
一般講演では、今回副座長制を試みた。プログラム委員会で座長と副座長候補を選んでお願いしたが、大部分の場合、当日の講演者
にお願いしたので、副座長にはポストドクや大学院生の方もおられたようだが、これら若手の方が大会の中心であるので、今後もっと
活躍してほしいと期待する。
いくつかの会場で、コンピュータプロジェクタのトラブルが続出した。これらの設備は、国立オリンピック記念青少年センターが用
意したものであり、実行委員会から改善を要請した。会場といえば、ひとつだけ、センター棟１階の離れたところに、飛び地状態と
なってしまい、参加者にご迷惑をおかけした。会場の予約をした時には、100名以上を収容できるものとしては、すでにこれらの会場
しか空きがなく、仕方ない措置であった。もともと、青少年向けの設備であり、学会などの一般的な活動は二次的に扱われてしまうの
である。ただ、会場貸与費が都内にしてはきわめて安く、そこは魅力である。遺伝学会に限らず、小規模あるいは中規模の催しに使っ
てみることをおすすめする。
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もっとも、問題はある。たとえば、室内には飲食物持ち込みが禁じられているので、東北大学で開催された年次大会（2003年）で
実現していただいたランチタイム講演（サンドイッチを食べながら聴講する）は断念せざるを得なかった。また、構内に張り紙や看板
を出すことが禁じられているため、講演会場に行き着くまでに多少困難があったと思う。最後に、ミニシンポジウムを中心として、要
旨集に多くの誤りがあったのは、私の責任である。深くおわびする。

第77回東京大会の一般講演を聴いて
真木

寿治（奈良先端科学技術大学院大学）

代々木での３日間の第77回大会は、天候にも恵まれ、すがすがしい秋の空気の中で充実した時間を過ごすことができた。遺伝学会
大会の良さは、大学の講義室の雰囲気の中で、研究発表と聴講、議論が真摯でかつ熱心に行われることにあると思う。混雑しない程度
の人数での大会であることも好きな点である。今回の大会では多数のシンポジウムなどの企画にも様々な工夫がなされていたが、一般
講演を大事にする姿勢がきちんと貫かれていたことに感謝したい。シンポジウムは、どちらかというと勉強の場であるのに対し、一般
講演は学生も含めて研究者の真剣勝負の場である。発表する側、聴講する側、双方が真理を求める者どうしの共感を持ちつつ、新しい
発見や解釈を提供し、吟味し、さらに次の疑問を共有する場である。その場に集まった様々なレベル、異なる考え方を持った研究者が、
一つ一つの発表について聴き、質問し、議論する。発表者だけでなく聴く側にも緊張感と充実した時間を持ち得たことを実感させる所
以である。
私は分子遺伝学が専門であるため、DNA 修復・組換え・変異の一般講演と DNA 複製・細胞増殖の一般講演を聴いた。数年前まで
はこれらの研究分野の演題は数もあまり多くなく、したがって発表を聴いてくれる会員の数も少なく、せっかくの口頭発表の場がなか
なか生かされることが難しかった。そのような状況であったために、私の研究室でも学生に遺伝学会で発表することを勧めても、それ
に応じさせることが年々難しくなり、５年前の大会では研究室から演題を出すことができなくなってしまったほどである。学生が魅力
を感じない学会に将来はない。そのように考え、４年前に我々の分野の何人かの先生方に呼びかけて、学生同士が知り合いになれる機
会を作ることと、一般講演にできる限りの学生を参加させること、さらに、同じ分野で活躍している若手の先生方を新しい会員として
リクルートすることに取り組んできた。徐々にではあるが、参加者も増えてきて、一般講演の会場に空席の方が少なくなるぐらいに
なってきた。我々の分野では恒例になってきたが、懇親会の二次会の集まりに多数の学生が参加してくれる。発表や議論の前提に、お
互いを知ることの大切さを感じている。
今回の大会の一般講演で特に感じたことは、学生に加えて、助手クラスの若手の研究者の発表が増えてきたことである。そのために、
発表される研究内容のレベルが格段に上がってきたように思う。当然ながら、議論のレベルも上がるし、セッション全体の緊張感や格
調も違ってくる。国際的なレベルでエスタブリッシュした研究者の講演を聴くのも勉強にはなるが、若手研究者の熱気と才気あふれる
発表の中にこそ、新しい発見やその萌芽を見いだすことができ、研究の醍醐味を味わうことができる。それが学生にも伝わっていけば、
しめたものである。これから重要なことは、助手や助教授クラスの研究者が遺伝学会大会に意義を感じてもらうことであろう。彼らに
とって、意外に真剣勝負の場所が少ないのかも知れない。学生やベテランの研究者が、セッションでのサイエンスに真剣に臨めば、お
のずと中堅クラスも本気を出してくるであろう。
少しずつではあるが、分子遺伝学、特に遺伝情報の維持・伝達の分野では、若い研究者達が遺伝学会に戻ってきている。遺伝の仕組
みや遺伝現象そのものを分子レベルで語る場として遺伝学会が再認識されて良いのではないかと思う。今後は、分子レベルの遺伝学と
して新しい問題を積極的に探っていくことや、国際的なネットワークも視野に入れて、問題意識が同じであれば細胞生物学や生化学の
手法で研究を進めている研究者も仲間に加わってほしいものである。

特集にあたって

日本遺伝学会会長

石和

貞男

■城石 BP 賞選考委員長から第77回大会の受賞候補講演12課題のリストが届いて、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いただき、この特集号「21世紀の遺伝学Ⅳ」を発行することができました。この場を借りて関係者の方がたに厚
くお礼申し上げます。そして BP 賞受賞者の皆様おめでとう。なお掲載順序は原稿受理順で、各原稿末尾にその日付けを示しました。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の単著となっております。
■大江健三郎は「伝える言葉」
（朝日新聞）で、フロベールが『ボヴァリー夫人』を発表したときの逸話を紹介しています。ジョルジュ・サンド
の批判に答えて、自分が小説を書くのは、みずからの判断を読者に伝達するためではない。
「私はつねに事物の魂に向かうよう努めてきたので
す…」
。大江は言う、小説を読むことは、細部の言葉のいちいちにそくして事物の魂を受けとめることであり、書き手としてはそれが実現する
よう文章をみがくほかない、と。
「日常生活の局面で様ざまな事物について注意深く確かめてみてください、そうするうち、本当だ、自分は事
物の魂に直接触れている、と気がつくときがあるはずです」
、と自らの経験を大江は述懐しています。このことは、私に大変象徴的に響いてき
ます。事物の魂は、科学世界のことでもある。この BP 賞特集号が、生命現象をながめ、魂に向かう若き遺伝学者の懸命のレポート集となるこ
とを願っています。今も座右の書として大切にしている『先祖物語』
（大野 乾著 2000年12月）は、大江のいう伝えたい言葉で満ちあふ
れていると私は思っています。なかでも、高畑尚之氏がその解説で指摘しておられるように、
「自然淘汰は修正をしただけであるが、重複は創
造を行った」という名言（
『遺伝子重複による進化』
）は私の胸をうち続けています。ゲノム情報の新しい知見が次々と提示されつつあるいま、
大野進化論は新たな光彩を未来にむけて放っているかに見えるのです。
■脳梗塞に倒れた免疫学者多田富雄博士が、若手研究者にむかって「寛容で豊かな研究を志せ」とアドバイスしているテレビドキュメンタリー
を見た。ギスギスした貧しい研究は駄目だ。そうはいっても競争が激しい中では大変であろう。しかし１年ぐらい遅れてもよいではないか。
価値はそんな短期的なものでは決まらぬ。寛容で豊かな研究を大切にしていれば研究の流れは脈々と続き、その流れから支流がいくつも生ま
れくる。目先の成功に捕われず広い視野を持って研究して下さい、と不自由な身をおして学生に説く姿が忘れられません。特集号に寄せる言
葉として、博士のメッセージは実に相応しい「伝えたい言葉」であります。
（05.12.16）
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BP 賞とは
BP 賞について
BP 賞は、 21世紀最初の日本遺伝学会大会を記念して、 2001年の日本遺伝学会第73回大会 （東京）で、特に優れた講
演に贈られたのが始まりです。その時から、日本遺伝学会の BP 賞には、授賞式も賞金もありません。あるのはただ名
誉だけといった賞です。そのねらいは、優れた研究成果を報賞し、Genes & Genetic Systems の付録誌である「GSJ コ
ミュニケーションズ」にその研究内容をお書きいただき、遺伝学会員はもとより、機会あるごとに「遺伝学が今取り
組んでいること、これから目指すこと」を世に広く知らしめ、遺伝学会の明日を築こうとする若人を鼓舞しようとす
るものです。このように、 21世紀の遺伝学を切り開く意欲あふれる研究を奨励し、日本の遺伝学の発展に資すること
を願って作られたのが BP 賞です。
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大会での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。
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 賞候補とします。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
選考委員は、日本遺伝学会本部企画として企画・集会幹事が発議し、学会長と大会準備委員長の承諾を得た後に幹
事会の承認をもって最終的に決定されます。通常、遺伝学会幹事と大会準備委員（プログラム委員など）から構成さ
れます。
選考結果の発表
GGS の付録の「GSJ コミュニケーションズ誌の GSJ サロン」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 賞候補として選考された筆頭発表者には直接郵送でお知らせします。その際に、「GSJ コミュニケーションズ」
にその研究成果を紹介する原稿を依頼します。原稿を受理できた候補のみ BP 賞と認め、賞状を贈呈いたします。ま
た、例年と同様に記念品を共同研究者全員に贈呈することを考えております。また、学会ホームページや大会ホーム
ページにもこの記事を掲載する予定です。

（日本遺伝学会第77回大会プログラム予稿集より転載）
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