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名誉会員からのメッセージ特集を企画するにあたって

＜名誉会員に宛てた原稿執筆依頼状＞

拝啓

時下，ますますご健勝のことと，お喜び申しあげます．

　さて，甚だ唐突なお願いで恐縮ですが，学会誌 GGS に毎号付
録として発行しております会員交流誌「GSJコミュニケーション
ズ」に，ご執筆賜わりたくお願い申しあげます．

　「GSJ コミュニケーションズ」は，かつての「本会記事」を会
員間の情報交換の場を提供することを目的とした小冊子として模

様替えしたものでございます．幹事会が責任編集をしておりま

す．すでに９号を発行しましたが，お陰様で会員から好意的に迎

えられているようでございます．約30ページ程度の小冊子です
が，毎号ご活躍中の会員の方々に執筆をお願いいたしておりま

す．

　つきましては，ご多繁中のところ誠に恐縮でございますが，次

号は「名誉会員からのメッセージ特集」を企画しております．名

誉会員の先生がたの「近況（お仕事，ご健康のこと）」などを中

心にしてまとめて頂き，ご寄稿を賜わりたく存じます．文字数は

400字から800字程度（ハガキ1～２枚程度）をお願いしたく思い
ますが，もっと短くても長くても結構でございます．あるいは，

「学会の在り方」，「これからの遺伝学とは」，「若手研究者ヘのア

ドヴァイス」などを盛り込んで頂けましたらとも存じます．さら

には，「研究者が大切にしたいものとは」，「思い出の遺伝学会大

会」や「忘れ得ぬことども」といったエッセーも会員にとりまし

て興味深いものと思います．この度は，15名の名誉会員全員の先
生にお願いの連絡を出させて頂いております．どうぞよろしくご

執筆のほどお願い申し上げます．

　問題は私の手違いで原稿執筆依頼が遅くなり，お送り頂きたく

思っております日時が差し迫っていることでございます．遺伝学

会第76回大会が大阪大学吹田キャンパスで９月27日から３日間
（大会準備委員長品川日出夫教授）開催されますが，その際に総

会出席者全員に総会資料と共に，「GSJ コミュニケーションズ」第
４号（本企画）を配布したいと考えております．此れを実現する

ためには，編集印刷の都合から９月15日までにお送り頂きたいの
ですが如何でしょうか．無理を承知でお願い致しております．（以

下略）

敬具
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編集まえがき

　最近は，名誉会員の先生を大会でとんと見かけなくなった．しかし，遺伝学の歴史を築いてこられた諸先生に，お話をいろいろお聞

きしたいと強く思う今日この頃である．21世紀に入って，遺伝学は転機にたっている，としばしば言われる様になった．ITと遺伝子解
析技術の絶え間ない革新に後押しされつつゲノム情報と私たちは向きあっている．転機だと言う．転機とは何か．それは，いままで問

うていたものが何かを自問自答する時と私は理解する．この意味で転機は，すぐれて個人の生き方につながるのではないか．科学の魅

力は，仮に自分の内側に燃えるものを感得することとすれば，転機とはその炉に火が入るかどうかの瀬戸際に立つことになる．転機と

は可能性と同義なのか．ゲノムデータを前にして腕組む者に，自らの遺伝学を見つめ直す，個人に掛け替えのない視座が求められてい

る．科学世界は諸行無常．この時の流れに「有志有道」の四文字が私の心に響く．研究者もこの転機を経て，後日自分の生き方が正し

かったと思える瞬間の喜びを勝ち取りたい．転機が複合して21世紀の遺伝学となるのであろう．さて，原稿執筆を依頼し数日を経ずし
て執筆を快諾して頂きました諸先生に心からお礼申し上げます．「若者の大志に期待」との隠喩に満ちたメッセージ集となったがこれ

は当然の事なのかもしれない．重ねて深謝．（04/09/16石和記）
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名誉会員からのメッセージ特集 —新しい遺伝学研究の胎動に寄せる手紙—

近況：「日本絹の里」に勤務するまで

田島弥太郎　　　　　　　

　私は今年９月で満91歳になります．私が遺伝研の所長を退任したの
は昭和58年で満70歳でしたから，あれからもう21年になります．私は
遺伝研に奉職するまでは財団法人大日本蚕糸会蚕糸科学研究所に勤務
して居りましたが，この財団が筑波地区（茨城県稲敷郡阿見町）に蚕
品種研究所を設置してここの所長に，私の退任をまって迎えてくれま
した．ここの任務は名前の通り，新しい蚕の品種を育成することです．
背後に専業蚕種業者の団体である全国蚕種研究会というのがあって，
新しい有望な蚕品種が出来上がるのを待って，すぐ利用に入れる仕組
みになっていて，責任の重い仕事でした．ここでは勿論基礎的な研究
もできました．私はここで蚕糸科学研究所時代から続けて来た，蚕の
W 染色体を含む転座系統の強健性や生糸品質の改良，桑以外の植物葉
を食べる蚕の食性突然変異の誘発や実用化などの仕事を手がけました．
いずれも放射線をもちいたものでした．
　ここで10年程つとめて，平成６年９月，若い力を求めて，当時農水
省蚕糸試験場の育種部長だった大井秀夫博士を口説き落し，やっと自
由の身になりました．
　それから数年間，東北地方や沖縄に旅して若い時からの宿願を果し，
また朝日旅行に参加して，妻と共に南欧の旅や，北欧メールへンの旅
を楽しみ，長年にわたる妻の内助の労苦を謝しました．
　平成４年には思いもかけない大病を患いました．５月初旬，朝起き
て立ち上がった瞬間足をとられて転倒，意識を失い，救急車で東京女
子医大病院（当時糖尿病で通院していました）にかつぎこまれ，危や
うく一命を取りとめることができました．医師の診断では肝膿瘍が突
然破裂し，その毒が全身に廻ったためだそうです．一時は意識なく親
族，友人が病院にかけつける程の始末だったそうです．この時初めて
肝臓の細胞は再生能力がある事を知りました．幸い快癒，其の後はか
えって元気になりました．
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　平成10年群馬県に「日本絹の里」が設立を見ました．これは蚕糸業
の沈滞をなんとかして食い止め，群馬県の経済，文化の支柱であった
蚕糸絹業の姿を後世まで伝えて行きたいと言う知事はじめ県内有力者
の方々の念願が実った結果だそうです．前橋市の近郊群馬郡群馬町の
大きな敷地に立派な博物館が建てられました．私はそこの初代館長を
委嘱されました．非常勤ですが老骨に鞭打って勤務して居ります．開
館して間もない平成10年５月天皇，皇后両陛下の行幸啓の栄に浴しま
した．昨平成15年には郷里群馬県佐波郡境町から名誉町民の称号を受
けました．

（たじまやたろう　1913年９月26日生）

日本遺伝学会と私の研究の関係

大島　長造　　　　　　

　私はショウジョウバエの実験を約34年間続けました．最初の昭和21
年から５年間は京大理学部動物学教室で大学院生の時，次の昭和25年
から７年間は阪大理学部の助教授の時，最後の昭和32年から22年間は
三島市の遺伝研の生理遺伝部長の時でした．また日本遺伝学会の会員と
して約60余年の間に昭和34年から会計，編集，庶務幹事として６年間，
その後評議員を８年間，最後に昭和52年から会長を４年間務めました．
その後小関会長の時に名誉会員になり一生縁がきれなくなりました．
　実験は京大時代にはクロショウジョウバエ群の数種の雑種の唾腺染
色体の研究をしました．昭和26年に理学博士をもらいました．
　阪大時代はキイロショウジョウバエの DDT 抵抗性の研究を彦根系統
を中心に行いました．遺伝研時代の最初の１年間はロックフェラー財
団の招待でコールド スプリング ハーバーの生物学研究所に６か月，
ニューヨークのコロンビア大学のドブジャンスキー教授の研究室で
６ヶ月妻と共に大都会の生活を経験しました．アメリカで飼育されて
いたショウジョウバエの多数の系統に比べて彦根のハエの DDT 抵抗性
は抜群でした．この結果は1958年カナダのモントリオールで開かれた
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第10回国際遺伝学会議で発表しました．
　私の DDT の研究に対して1960年に毎日学術奨励賞（50万円）と1961
年に日本遺伝学会賞（メダルと３万円）をいただきました．
　ショウジョウバエの殺虫剤抵抗性の研究をオランダと米国の雑誌に
発表した２年後の1964年に英国のロンドンで開催された第12回国際昆
虫学会議に招待され講演しました．
　1959年から始めた自然集団のハエが保有する有害遺伝子（劣性致死
遺伝子）の研究中に前記のような国際会議に招待講演をする事は発表
論文で知られる関係上当然だと思いました．
　1965年にメンデル100年記念シンポジウムがチェコスロバキア国のブ
ルノーで開かれた時に日本学術会議の旅費で出席して８月10日にショ
ウジョウバエの自然集団に保有される致死遺伝子と題して15分の講演
をした後で数人の親しくなった研究者から約１時間の質問と討論があ
りました．
　1966年に日本から最も遠いブラジルのサンパウロから170キロメート
ル離れたピラシカバ大学でドブジャンスキー教授主催のシンポジウム
に招待されました．旅費はブラジル政府から40万円もらいました．私
は甲府，勝沼の数地点で採集したキイロショウジョウバエの第２染色
体に存在する劣性致死遺伝子の研究結果を発表しました．致死遺伝子
の中には1963～1967年の５年間も同地点で採集された雄ハエが持って
いた事が明らかになりました．この事実は説明の仕様のない興味ある
事実だと思いました．
　1968年に第11回国際遺伝学会議が東京プリンスホテルで８月19日～
28日に開催されました．私はその準備委員会，組織委員会，実行委員
会，出版委員会，募金委員会の委員を務めました．４月～10月までの
７か月は研究には殆ど手がつきませんでした．
　1970年に静岡の大昭和製紙の斎藤社長から知恩賞（50万円）をもら
いました．
　1969年から10年間は行動遺伝学的研究を行いました．特に羽化，活
動リズムの分析のために明暗，温度を自由に調節し，一匹のハエのリ
ズムを記録する高価な器具（アクトグラフ）と明暗温度を調節記録出
来るコイトトロンを業者に頼んで製造してもらいました．
　その実験結果から，ハエの活動リズムは日没直前３時間に起きる求餌，
求水の日周活動で頭部にある生物時計のコントロールによる事を確認し
ました．
　1973年米国バークレーの第13回国際遺伝学会議で発表しました．また
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1978年モスクワの第14回国際遺伝学シンポジウムにモスクワ大学のクル
シンスキー教授に招待されて生物時計のリズムについて講演しました．
　韓国には1973年11月に韓国生物科学協会に招待され講演し，1979年
12月に第２回韓国遺伝学会総会の特別講演に生物時計による活動リズ
ムについて話ました．韓国の私くらいの歳の研究者は日本語は日本人
同様ですから私は日本語で講演し，若い人たちのために留学生の秋鐘
吉君や釜山大学では李元鎬君に通訳してもらいました．
　最後に，1979年１月に学術振興会の招聘外国人として来日されたバ
イオリズムの研究で有名な研究者ピッテンドリック博士との交際は，
数年後に逝去されて終止符を打ちました．
　さてこの辺で私の研究遍歴のお話を終わらせて頂きますが，上記の
事をもっと知りたい方は「私の研究誌」と「生物時計の遺伝学」（東海
大学出版会）が多少残部ありますので私までご連絡下さい．

（おおしまちょうぞう　1916年２月７日生）

チャート係で参加した大学１年の42回大会

樋渡　宏一　　　　　

　年をとると古い事を思い出したくなります．私が初めて遺伝学会大
会に出席したのは多分1942年の秋です．松浦一さんが遺伝学会賞をも
らわれた時です．大学の学部１年でした．
　当時はスライドもパソコンも無く，普通 発表する時はチャートとい
うものを利用しました．チャートというのは模造紙全紙を使い遠くか
らも見えるように字を大きく書いたものです．チャート係というもの
があって，大きな T 字定規みたいなものに何枚も耳をつけて自分の講
演の全チャートを張り，それを１枚ずつ剥がしながら話をするわけで
す．演者の前には高い所に針金が張ってあって演者が交代する度に
チャート係が，大きな T 字定規を替えなければならないわけです．
　チャート係は大変な学会のアルバイトでしたが，当時はバイト代は
無料でした．その理由が，今では押しつけがましいと思うのですが，
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がんはなぜ起こるのか？

近藤　宗平　　　　　　

　「低線量放射線の健康影響」という本の出版（学会出版センター）を
計画している．本書では，しきい値以下の放射線量ではがんは誘発され
ない証拠を総括し，放射線による突然変異と発がんの機構にも触れた．
がんは，単一の体細胞内に，数個以上の遺伝子突然変異が累積発生す
るという複合現象の結果起こる．細胞の突然変異は，遺伝子の複製や
修復のエラーによる単一現象である．
　物理学によれば，単一物体の運動はニュートン力学により，エラー
なしに正確に記述できるが，原子核内の素粒子の行動は多数素粒子間
の相互作用で桁違いに複雑である．この相違は，細胞の突然変異の単
純さとがんの原因である多数の発がん性突然変異の発生の複雑さの相
違に類似する．
　遺伝学の立場から発がん機構の解明に寄与しようとしたが，突然変
異という共通点はあるものの，単一変異の研究と複合変異の研究は超
えがたいほどの相違点があることを知らされた．この違いは，単一物
体の古典力学と原子核に関する量子力学・素粒子学の違いほどの大き
さであるように思われる．
　突然変異と発がんの相違を認識しながら共通点を探した．突然変異
は遺伝子の傷の修復エラーであり，がんは体組織の傷の修復エラー
（wound-healing errors）に起因する．

（こんどうそうへい　1922年５月７日生）

偉い先生方の顔が見られるんだから，有り難いと思えというわけです．
田中義麿とか小熊桿とか駒井卓という著書でしか知らない人の顔がじ
かに見られるわけですからね．勿論，大会費は払わないで，チャート
係の間の時間にはすべての講演は聞けましたけどね．

（ひわたしこういち　1921年２月11日生）
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名誉会員からのメッセージ特集 —新しい遺伝学研究の胎動に寄せる手紙—

  思いつくままに

富澤　純一　　　　　　

　遺伝学研究所の所長に就任して程なく，文部省から遺伝学とは何か
を尋ねられて，生物学の基礎であると答えました．後に，基礎生物学
研究所の所長に御迷惑をお掛けしたそうです．私は the foundation に
近い one of foundations のつもりでしたから，あながち間違いではな
かったと思っています．しかし，遺伝学で扱うものは総べて生物学だ
といえる一方，生物学も遺伝学も他の分野から孤立して成り立つもの
ではありません．近年の学問の展開を考えると，どの学問分野につい
ても同じことが言えると思いますから，それぞれの分野を狭い視野で
とらえるのは望ましいことではないと思います．このことは，研究者
に広範な見識が期待されることを意味します．
　ここで期待されるものは，末梢的な知識ではなく，異なる学問分野
の前提をなす考え方の検討と評価です．　そして，予測できない将来
の問題について現在出来ることは，知識についての人文および基礎科
学の理解を深めることと思います．私がこのように考えるのは，科学
の進歩は繰り返し行われた axiom の選択の結果で，自明の理，または
公理と訳されるこの言葉は，ある人または集団にとって，ある状態や，
ある時点で自明であったことを意味するにすぎず，たえず検証が行わ
れてきたとしても，科学の現状は，多分に accidental な展開の帰結で
あると思うからです．認識論上の理性の限界のために，自然法則の確
実性が保証されないことは，科学から究極的な確実性の追求という重
荷が外されたことを意味し，科学は，ある意味では，大きな自由度を
得たことになります．科学が将来どのように展開するかは，その応用
面を別にしても，文明の将来を左右することになると思います．
　そんなことを考えていたら，研究費が取れないとお思いになるのは
もっともです．しかし，このことから，研究を大きく育てる手がかり
が得られないともかぎりません．（2004 09 15）

（とみざわじゅんいち　1924年６月24日生）
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名誉会員からのメッセージ特集 —新しい遺伝学研究の胎動に寄せる手紙—

胃ガンと向きあって

坂口　文吾　　　　　　　

　今から５年前，九大病院で“胃ガン”を宣告され，胃の３分の２を
切除しました．その時私が遺伝学の研究者であったことをとても幸せ
に思いました．それは“ガン宣告”が胃カメラ写真診断後，家族に伝
えられる前に，私に直接伝えられましたが，少しの動揺もなくそれを
平然と受け止められたことです．その理由は“ガンの成因が主として
遺伝子突然変異によるもの”と大学で講義してきており，“ガン”に対
する基礎的知識によって無用の恐怖心が起きなかったからだと思うの
です．
　皆さんの参考までに胃ガンの診断前の症状について述べてみましょ
う．これはガンの種類や人それぞれによって違うと思いますが，私の
場合，胃の痛みもなく殆ど何の兆候もありませんでした．強いてあげ
ますと，ゲップが何時もより幾らか多く感じられることぐらいです．
また，食べ物を飲み込んだ時に，時おり胃の中で“ぐりゅう”とする
ような感じがありました．しかしこれ等は後になっての気付きで，見
逃してしまい勝ちのことです．私のガンは５レベルまで進行し，病巣
は約 4 × 2 cm の糜爛にみえました．こんな状態まで進行しても自覚症
状が殆どありませんでした．手術の結果からガン細胞は３層の胃壁の
内面の粘膜下層まで到達しており，１つのリンパ節に転移が見られま
したが，医師の判断によるとこれでも“早期ガン”の範疇に入るのだ
そうです．念のため胆嚢も胃リンパ節も切除しました．発見がもう少
し遅かったなら，完全に手遅れ状態となり治療も困難を伴っていたこ
とでしょう．私に胃ガン診断を決意させた動機は，近隣の友人がガン
で死亡した通夜に参加した時の予感でした．この点，友人に感謝の気
持ちで一杯です．
　胃ガン手術による収穫の１つに，私の“死”に対する考え方の変化
があげられます．それは全身麻酔をして手術が終わるまで約５時間を
要しましたが，この間私は何の想いもなく全く“無”の世界におりま
した．多分“死ぬ”という事はこの様なことだろうと想像し，これま
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で考えていた“死”に対する恐怖心も不思議に大分和らいだような気
がしました．
　さて，ガンを患って痛感することの一つはガンの早期診断と先端技
術による治療の開発が望まれることです．この分野では専門家の方々
が日夜努力し，かなり技術的進歩がなされてきております．しかし望
むならば，最初の細胞のガン化のメカニズムとその診断並びにその捕
捉とゲノム創薬などによって，これまでのような手術による人体への
障害，制ガン剤による副作用などを除くような，更なる技術の進歩開
発を心から願ってやみません．
　最後になりましたが，遺伝学会会員の皆様方のご研究の益々の発展
とご健康を祈り挙げます．
　おかげ様で私が今日健康に何の不安もなく過ごしておりますのは，
手術に熟達した執刀医をはじめ関係者や多くの方々のお力添えがあっ
てのことと日々感謝しております．

（さかぐちぶんご　1925年１月８日生）

近　況　報　告

小関　治男　　　　　　

　今回は名誉会員からのメッセージ特集ということで，近況（仕事や
健康の事など）を知らせるようにとのご連絡を頂きました．私は間も
なく79歳ですが，特に故障もなく，年相応に元気に暮らしています．
定職はなく，曜日なども忘れがちでサンデー毎日を気楽に過ごしてお
ります．以上ですが，ふりかえりますと私がこの学会に入会したのは
1952年で，初めての大会は三島でした．遺伝研の設置記念ということ
で三島市長の招宴などもあり，大変印象的な大会でした．爾来50年以
上もいろいろとお世話になりながら大変居心地よく過ごさせていただ
きました．入会当時は分子遺伝学以前のことであり，現在のような形
での遺伝学の発展は全く誰もが予測できなかった時代でした．まさに
隔世の感があります．一応ヒトゲノムの全解析などで結着をみた現在，
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今後遺伝学がどのように展開していくのかが楽しみです．学会のます
ますのご発展を祈ってやみません．（2004. 9. 4）

（おぜきはるお　1925年11月20日生）

回想の遺伝学雑誌

石川　辰夫　　　　　　

　1953年に三島市の国立遺伝学研究所で第25回日本遺伝学会大会が開
催されましたが，私はこの大会で初めての講演発表をしました．この
研究は私の最初の論文として1956年に遺伝学雑誌に掲載されました．
当時はワープロもコピー機もない時代で，論文原稿はタイプし，カー
ボン紙をいれてコピーをつくりました．現代のワープロやプリンター
に慣れた若い方には想像が難しいかもしれませんが，原稿改訂のたび
にタイプしなおすわけで，たいへんな時間と労力を必要としたもので
す．私がアメリカ留学中，1961年に学位論文を作成したときには，156
枚の原稿を薬品つきの原紙にタイプし，それを処理してコピーをつく
りましたから，アメリカでも同じような状況でした．その後，コピー
機が使えるようになり，ワープロで原稿を作成，改訂できるようになっ
たときには，本当に便利になったものだと感嘆しました．
　私は1977年から４年間遺伝学雑誌の編集幹事を勤めました．当時は，
編集委員会を経て校閲が終わりタイプしなおされた原稿を出版社で活
字に組み，校正をくり返すという手間のかかる作業をつづけました．
現在はフロッピーデイスクを提出するなど，編集作業は簡単になって
いるとは思いますが，編集幹事のご苦労は大変なものに違いありませ
ん．遺伝学雑誌（現在の GGS）の発行と遺伝学会大会の開催は会則に
定められた学会の重要行事です．私が編集幹事をしていた頃の悩みは，
投稿原稿数が少ないことと，遺伝学雑誌の国際的評価があまり高いと
は言えないことでした．遺伝学会大会で講演発表された研究がまと
まったときには遺伝学雑誌に投稿してほしいとか，編集委員の先生方
には年に１報くらいは投稿してほしいなどとお願いしたことが思い出
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されます．現在も投稿論文は多くないようですが，会員の皆様が遺伝
学雑誌への投稿促進と雑誌の質的向上に努めていただきたいと願って
います．

（いしかわたつお　1928年８月11日生）

第58回日本遺伝学会大会の回想など

大澤　省三　　　　　　　

　遺伝学会大会も今年で76回を迎えた．どのような経緯だったかは覚
えていないが，もう18年も前，1986年度の第58回大会が名古屋で開か
れかれることが決まり，私が大会委員長を仰せつかった．これとは全
く独立に日本分子生物学会第９回年会も名古屋で開くことになり，こ
れも私のところへ年会委員長の役が回ってきた．同じ年に２つの学会
の大会を開くなどとても出来ることではない．悩みに悩んだがお断り
することも出来ず，思い切って両学会の合同大会にしようと決断した．
遺伝学会は古くからある伝統的な学会，分子生物学会は当時まだ９年
目の若い学会であった．遺伝学の中に分子遺伝学が浸透し始めていた
し，分子生物学の方にも遺伝子の構造・変化で遺伝や進化の歴史を探
ろうという流れがおきており，研究者や研究領域のオーバーラップか
ら考えても，合同の大会は結構有意義だと思ったからである．会場は
名古屋国際ホテル，約2,300人が参加，４日間にわったて約900の発表や
特別講演などが行われた．公開講演は高木康敬教授の「遺伝病の話」，
常脇恒一郎教授の「細胞質の遺伝情報からコムギの進化と育種を考え
る」があり，学会員以外の聴衆も集め，盛会であった．また，特別講
演として Tom Ceck 教授（後にノーベル化学賞を受賞）と Tom Jukes
教授を招待，それぞれ RNA 酵素と遺伝暗号の進化についての最新の話
題を提供してもらい，聴衆に多大な感銘を与えた．また，一般講演以
外にも２つのシンポジウムが行われた．「分子系統学－分子集団遺伝学
－生物進化の新しい発展」と「遺伝暗号」である．後者は特別講演に
招待した２人の出席を考慮してすべて英語での講演であった．
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　このように書くといかにも自慢話のようで恐縮だが，いいことばか
りではなかった．会場は移動の便利さを考え国際ホテルにしたが，何
分部屋数や大きさに制約があり，当地域の遺伝学者や分子生物学者の
プログラム作製委員が多大の苦闘の結果，何とか講演会場の配置を終
えた．予定された聴衆数に比べて会場が狭すぎはしないか，また，類
似の講演の時間的オーバーラップはないか，などいくつもの危惧を抱
えていたことも事実であるが，これ以上のことは不可能だったと私は
思っている．しかし，果たせるかなＡ氏が“一族”を率いて事務局に
押しかけ，「自分たちの聞きたい講演があちこちに分散している．大澤
（面と向かって呼び捨て）という委員長はけしからん」，とお叱りをう
けた．さすがにカチンときたが，抑えて平あやまり．これだけがなん
ともにがにがしい思い出である．
　学会の開催は，それを経験したものでないと分からない．これやあ
れや考えると，今回の大会運営に関与された方々のご苦労が身にしみ
て感じられ，感謝にたえない．私も是非参加したいところであるが，
健康上の理由から欠席せざるをえないのははなはだ残念である．
　閑話休題．大学の定年退官にあたり「人生にくぎりはない．死ぬま
で研究はやめない」と大見えをきったこともあり，定年後は JT 生命誌
研究館で大学の時にやった遺伝暗号の進化の研究を一冊の本に纏め
Oxford Univeristy Press から出版．つづいて９年にわたり共同研究者
とともにオサムシの分子系統進化の研究をやり，一応の纏めを日本語
と英語の両方で出した（哲学書房と Springer Veralag）．これらの本を
書いたのは以前に故木村資生先生から「論文を書くのもいいが，自分
達の研究を中心にして，英語でモノグラフを書いておいたら」という
励ましをいただいた結果である．しかし，まだまだ未解決の問題を沢
山かかえているので，現在も老骨に鞭打って若い人たちの仲間にいれ
てもらい，なんとか研究らしいことをつずけている．一人の研究者が
一生に使える時間は短い．あと倍もあればと欲の深いことを考える今
日この頃である．

（おおさわしょうぞう　1928年10月２日生）
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名誉会員からのメッセージ特集 —新しい遺伝学研究の胎動に寄せる手紙—

遺伝学会員の皆様へ―サンフランシスコにて

由良　　隆　　　　　　

　久しくご無沙汰致しております．暫く年会からも遠ざかっています
が，学会活動の一端は交流誌などで拝見しております．この度石和会
長から皆様に近況をお伝えする機会を頂き嬉しく存じます．
　私は去る93年に京大（ウイルス研）を定年退職し，HSP 研究所（官
民共同出資によるストレス蛋白質関連の基礎と応用の研究）で仕事を
続けて来ましたが，７年の研究期間満了に伴い退職し，00年からはボ
ランテア研究員として再びベンチでの仕事を始めました．約15年間実
験から全く離れていましたので，最初はどうなることかと思いました
が，旧知の内外研究者や周囲の若い人たちに助けられて，ようやく少
しまとまったことが出来そうなところまで辿り着きました．
　最近，シャペロンによるフィードバック制御を受けない大腸菌熱
ショック転写因子（シグマ32）の変異体を見つけて，カリフォルニア
大学サンフランシスコ校の Gross  研究室で，院生の協力を得て解析を

グロス教授，院生のエリックと私
UCSF Genentech Hall の研究室にて
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進めています．Carol Gross さんとは，嘗てウイルス研でシグマ32の遺
伝子を見つけ，彼等が独立にその産物シグマ32を同定したという縁で，
もう30年近いつき合いです．
　転写因子の活性をシャペロンによりフィードバック制御する系は，
真核生物も含めて一般にタンパク質のフォールディングの制御を通し
て生物の恒常性維持に関わる基本的な機構として注目されていますが，
シャペロンがどのように働くのか具体的なことが良く分かっていませ
ん．数ヶ月ごとに日本との間を往復するため，帰国中も仕事が途切れ
ないようにと，京大再生研の永田（和宏）研究室を始め，各地で特別
のご配慮とご支援を頂いております．暫くはこの状態が続きそうです
が，今後ともご指導ご支援の程よろしくお願い致します．
　ところで，最近の遺伝子研究の爆発的な発展によって遺伝学も新時
代に入った感がありますが，膨大な遺伝子情報を生かして今後の遺伝
学がどのように進んでいくのか大変楽しみです．とかく遺伝子研究の
応用面だけが注目されるご時世ですが，同時に遺伝学の重要性を改め
て訴えかける好機であることも間違いありません．皆様のますますの
ご健闘を祈って止みません． （９月13日　サンフランシスコにて）

（ゆらたかし　1929年８月24日生）

遺伝子学栄え……

常脇恒一郎　　　　　　

　1970年に，第２次遺伝学将来計画（５カ年）が，日本学術会議のも
とで検討された（遺伝学雑誌第45巻167頁および同巻517－526頁，参
照）．本メッセージが関わるのは，この５カ年計画そのものではない．
計画の検討中に，小委員長であった近藤宗平さんが述べられた，「将
来，遺伝学は生物学のいろんな研究分野に共通する日常的なツールに
ならなければならない．丁度，数学が今，科学のいろんな分野の不可
欠なツールとして用いられているように．」という予言的な発言につい
てである．1970年というと，すでに遺伝暗号は解読されており，メッ
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センジャー RNA も発見されていたが，DNA の塩基配列の決定法や遺
伝子の物質的取扱い法は確立していなかった．「遺伝子」はなお「遺伝
学」の占有物であり，生物学の他の分野の人たちは「遺伝子」という
と「われ関せず」とばかりに顔をそむける時代であった．
　ところが，DNA の塩基配列決定法と必要な器機の改良が飛躍的に進
み，予想を超える早さで遺伝子操作が日常化した．そのため，すべて
の生命現象の研究は先ず DNA から始るという風潮が拡まった．同時
に，「遺伝子」は生物学のほとんどの分野の用語と化した．近藤さん
が，30年前に期待を込めて予言されたことが，現実のものとなった．
原稿に「遺伝学」と書くと，印刷所が「遺伝子学」と校正するような
時代が来たのである．今は，IT 化のお蔭でこんなことはなくなったが，
代わりに，電話で「遺伝」と伝えると，必ずといってよい程「遺伝子」
と聞き返される．「遺伝子」は「遺伝学」を出て，「生物科学」全体の
ものとなった．これはこれで，遺伝学の貢献として大いに喜んでよい
ことだろう．
　「しかし」と考える．生物科学に「遺伝子」を取り上げられた「遺伝
学」にいったいどんな固有のフィルードが残されているのか．「メンデ
ルの法則」はなお，遺伝学のキイワードである．この法則を持出すと
他分野の生物学者は首を横に振る．しかし，この法則だけに頼って「遺
伝学」が生き延びることができるだろうか．はたまた，遺伝学はその
個体性を捨て，生命科学の海に溶解してしまうのだろうか．「遺伝子学
栄え，遺伝学衰う」の怖れを前にして，「Genetics」と「Science of
Heredity」の違いを改めて問い直す必要があるように思う．（了）

（つねわきこういちろう　1930年11月26日生）

日本遺伝学会 会員の皆さんへ（自己紹介）

大嶋　泰治　　　　　　

　私は，昨年名誉会員に加えていただいた大嶋泰治でございます．醸
造酵母の勉強を目標に，昭和26年に岡山県から大阪大学工学部の醗酵
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工学科に入学し，卒業研究に及んで発酵微生物の遺伝学，特に出芽酵
母の遺伝学に魅せられ，以来その道に携わってきました．昭和３・40年
代の若い頃は，本学会の大会を舞台に度々研究発表をさせていただき，
また10年前には大阪での第66回本大会を主宰しましたが，それ以外に学
会には何の貢献もない私に名誉会員を頂き，まことに恐縮しています．
　私の駆出しの頃は，ちょうど1960年頃から始まった酵母遺伝学の草
創時代と重なり，以後の発展のなかで，1970年代には接合型変換を解
明し，続いて酵母遺伝子の発現制御の解析にホスファターゼ系を導入
しました．これらの仕事が米国遺伝学会の目に留まり，2001年度の T.
H. Morgan メダルとなりましたが，名誉会員はこのことを汲んでのご
配慮と感謝しています．
　私の仕事は，いずれもバイオテクノロジーの発展を目指した，と云
えばおこがましいですが，米国 Carbondale の Lindegren 研究室から京
都大学の故芦田譲治先生を通して戴いた２株の酵母以外には，すべて
酒造醪から分離された株で研究系を組み立てました．これは基礎研究
では常識はずれですが，酵母にも個性があり，他者の追従でない独創
的なテーマを拾い上げるにはよい方法であったと思っています．しか
し，醸造に直結するには基本的知識がすべての面で不足した時代で，
遂に基礎研究から離れることなく停年を迎えました．業界へ寄与する
にはその業界にどっぷりと浸ることが必要のようで，途中から抜け出
した私には，残念ながらその資格はなくなっていたようです．
　平成８年に阪大を停年退職し，それからの７年間を関西大学工学部
生物工学科に奉職しました．その関大時代の６年間，思いもかけず科
学技術振興事業団より「さきがけ研究21」の一領域を依託され，多く
の優秀な若手研究者の研究に親しむ幸運に恵まれました．そこでは，
生命の全体像を描くことを目指して，モデル生物と遺伝学を中心に据
えた「素過程と連携」の旗印を掲げ，まことに楽しく充実した日々で
ありました．昨年（平成15年）３月には双方を退役し，以後は分子生
物学と微生物学の勉強で，今更ながらの恥ずかしさを味わう毎日です．
　その間，人生の師とする多くの方々に出会い，また優れた理解者，
協力者と学生達，特に接合型変換では高野　勇（サントリー）と原島
　俊（阪大），遺伝子発現制御では東江昭夫（東大）と松本邦弘（名
大），また染色体工学の開発では荒木弘之（遺伝研）ら，才能に溢れた
諸君と出会ったことを大変幸運に思っています．（平成16年９月１日記）

（おおしまやすじ　1932年７月25日生）
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第37回千里ライフサイエンス技術講習会
「一分子顕微蛍光法とその応用」

日　　　　　　時：　平成17年１月19日（水）10：00－17：00

場　　　　　　所：　千里ライフサイエンスセンタービル６階　千里ルーム

ね　　 ら　　 い：　蛍光１分子可視化法や蛍光相関分光法により，細胞内や水溶性環境中における生体分子の動態や反応を個々

の分子レベルで顕微計測することが可能になっている．それぞれの方法の原理と装置の概略，生物現象と

くに細胞内分子システムの反応計測への応用例を紹介し，計測を体験していただく．

コーディネーター：　大阪大学大学院生命機能研究科　助教授　佐甲　靖志

プ ロ グ ラ ム：　1．全反射蛍光顕微鏡による蛍光１分子可視化法
大阪大学大学院生命機能研究科　助教授　佐甲　靖志

2．細胞内１分子可視化計測法の応用

大阪大学大学院生命機能研究科　博士研究員　上田　昌宏

3．蛍光相関分光法の原理と応用

北海道大学電子科学研究所超分子分光研究分野　助教授　金城　政孝

定　　　　　　員：　30名
参　　 加　　 費：　5,000円

申　込　方　法：　下記漓，滷を明記の上，FAX または E-mail で下記問合先にお申込み下さい．

漓氏名，勤務先，所属，役職名または学年，〒，所在地，電話，FAX 番号．
滷蛍光１分子可視化法や蛍光相関分光法についての経験の程度．

申込締切り後，参加の可否と，参加いただく方には参加費の振込先口座番号をお知らせしますので，参

加費をお振込み下さい． 入金を確認次第，領収書兼参加証をお届けいたします．
申　込　締　切：　平成16年11月30日（財団必着）．但し，定員を超過した場合は参加者の調整をさせていただくことがあります．

主　　　　　　催：　財団法人千里ライフサイエンス振興財団

協　　　　　　賛：　オリンパス株式会社

カールツァイス株式会社

株式会社ニコンインステック　　　　　　　

ライカマイクロシステムズ株式会社

株式会社千里ライフサイエンスセンター

問　　 合　　 先：　財団法人千里ライフサイエンス振興財団　技術講習会 G37係

〒560_0082　大阪府豊中市新千里東町1_4_2

千里ライフサイエンスセンタービル8階
TEL: 06_6873_2001　　FAX: 06_6873_2002

E-mail: dnp-lsf@senri-lc.co.jp
URL: http://www.senri-lc.co.jp

神奈川科学技術アカデミー教育講座　平成16年度第蠱期　受講生募集
バイオインフォマティクスコース～基礎知識と技術の習得に向けて～

日　　　時　平成16年11月８日（月）～平成17年１月19日（水）　計13日間

会　　　場　東京大学医科学研究所（東京都港区白金台）

カリキュラム内容

　Ａ［マイクロアレイコース］……マイクロアレイ遺伝子発現情報解析蠢・蠡

　Ｂ［配列解析集中コース］……配列解析蠢・蠡・蠱

　Ｃ［システムバイオロジーのための BI コース］……システムバイオロジー概論／遺伝子ネットワーク／代謝解析学／パスウェ
イデータベース KEGG／パスウェイ情報解析／パスウェイモデリングとシミュレーション技術

　Ｄ［ゲノムデータベースとデータマイニングプラクティカルコース］……ゲノムデータベース概論／検索とデータマイニング

／バイオインフォマティクスとプログラミング

　Ｅ［BI 先端トピックスコース］……インタラクトーム解析からの生物知識獲得／完成したヒトゲノム塩基配列の疾患変異多型
知識ベースへの活用／siRNA 配列設計とその周辺技術／ゲノム進化の読解法／転写制御領域の配列解析／マイクロアレイ

遺伝子発現データからのネットワーク構築／パタンマッチング技術とその応用／バイオインフォマティクス商用ソフトウェ

アの動向／バイオインフォマティクスの e-therapy への応用
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受　講　料　全日程（Ａ～Ｅ） 148,000円

Ａ　マイクロアレイコース（11/8～11/9）　 30,000円
Ｂ　配列集中コース（11/15～11/17） 35,000円

Ｃ　システムバイオロジーのための BI コース（11/29～12/1）　 45,000円

Ｄ　データベースコース（12/6～12/7）　 30,000円
Ｅ　先端トピックスコース（1/14，1/18～1/19）　 45,000円
KAST 法人賛助会員（事業所単位）・神奈川県内中小企業は２割引　

１日受講料（Ｃ・Ｄ・Ｅコースのみ） 17,000円
申込締切日　講座ごとに設定のため，お問い合せください．

募 集 人 員　30名

問 合 せ 先　〒213_0012　神奈川県川崎市高津区坂戸3_2_1　KSP 西棟６階
財団法人神奈川科学技術アカデミー　教育交流部　教育研修課

Tel　044（819）2033　　Fax　044（819）2097

E-mail: ed@kast.or.jp
http: //www.kast.or.jp

平成16年度
日本環境変異原学会第33回大会および

日本動物実験代替法学会第18回大会合同大会
（JEMS & JSAAE 2004長崎大会）

開 　 催 　 日 　 時：　平成16年11月30日（火）～平成16年12月２日（木）

開 　 催 　 場 　 所：　長崎市茂里町　長崎ブリックホール（http://www1.city.nagasaki.nagasaki.jp/brick/）
および長崎新聞文化ホール

（http://www.nagasaki-np.co.jp/company/culture/astopia.html）

事　　　務　　　局：　長崎大学大学院医歯薬学総合研究科放射線生物学研究室

　担当：渡邉正己，鈴木啓司

　電話：095_819_2459（渡邉）および　095_819_2461（鈴木）
　ファクシミリ：095_819_2459   E-mail: jems-jsaae2004@science-assist.com

参加および発表申込み：　平成16年８月10日より９月20日　
URL: http://sympo.science-assist.com/jems-jsaae2004

参　　　加　　　費：　学術会議： 一般　8,000円　　学生　3,000円
懇 親 会： 一般　7,000円　　学生　5,000円

※第33回日本環境変異原学会および第18回日本動物実験代替法学会の両大会へ参加ができます．
※当日参加の場合は，学術会議は，一般10,000円，学生5,000円，懇親会は，一般10,000円，学生5,000円とさせて
頂きますのでご注意ください．

プログラム概要（予定）：

　11月30日　午後　JEMS & JSAAE 合同シンポジウム：医薬品の閾値　　　　　　　　　　　　　　
オーガナイザー：林真（国立医薬品食品衛生研究所）

1．リスクアセスメントにおける遺伝毒性―海外の視点は
森田　健，石川　進，森田　馨（国立医薬品食品衛生研究所）

2．統計家からの疑問―遺伝毒性のインビトロ試験のデータから定量的結論を導こうとするの
は邪道なのか

吉村　功（東京理科大学）
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3．遺伝毒性：DNA 直接作用物質に閾値は存在するのか？！
祖父尼俊雄（元国立医薬品食品衛生研究所）

4．遺伝毒性発がん物質の閾値問題：微量でも本当に危険なのか
福島昭治（大阪市立大学）

5．リスクアセスメントとは何か―もう一度原点に戻って
林　裕造（北里大学）

　12月１日　午前　JEMS & JSAAE 合同シンポジウム：ゲノム不安定性
オーガナイザー：能美健彦（国立医薬品食品安全研究所）

1．Genome Instability in Germ Cells
Carole Yauk（Health Canada）

2．照射精子受精卵の発生過程における遅延損傷応答とゲノム不安定性
丹羽太貫（京都大学）

3．酸化的 DNA 損傷誘発突然変異を開始する分子機構
續　輝久（九州大学）

4．遅延性 DNA 損傷の誘発と遺伝的不安定性
鈴木啓司（長崎大学）

5．ゲノム解析から見た大腸菌ゲノムの可塑性 - 林哲也（宮崎大学）

午後　JEMS & JSAAE 合同特別講演（1）：
ヒト細胞の癌化

Veronica M.Maher & Justin McCormick（Michigan State University）
JEMS & JSAAE 合同特別講演（2）:
生物界の右左―Ｄ－アミノ酸の生理学的意義―

藤井紀子（京都大学）

　12月２日　午前　JEMS & JSAAE 合同シンポジウム：動物福祉と安全性試験
オーガナイザー：小島肇夫（メナード化粧品），二宮博義（麻布大学）

1．動物愛護法改定の動向
東海林克彦（環境庁）

2．EU における動物実験の規制
豊田英一（資生堂）

3．ISO における動物福祉
黒澤　努（大阪大学）

4．OECD ガイドラインにおける動物福祉
小野　宏（食品薬品安全センタ－秦野研究所）

5．安全性申請試験における動物福祉
岸田修一（厚生労働省）
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最近の学術会議の動向
黒川　　清（日本学術会議会長）04/08/17

―――――――――
　懸案であった日本学術会議の改革に関する法律は，本年４月に成立した．日本学術会議は昭和24年に設立され，
昭和58年の法改正を経て現在に至った．今回の改革は，行政改革の一環として始まったとはいえ，20世紀に劇的
に変動した地球規模の諸問題の出現，それらに対応した国際的科学アカデミー連合体の急速な動きと無関係では

ない．科学技術の急速な進歩，変化する社会と人間の価値観，地球温暖化，京都議定書，環境問題，人口問題，拡

大する南北問題等を受けて，科学者コミュニティの社会での役割，責任ある関わりが一層意識され，要請されて

きたのである．

　この改革の骨子は機会あるごとに述べているので，ここで改めて解説することはしないが，これらの世界的な

動き，日本での社会的背景等については，例えば「学術の動向」平成15年８月号の吉川・黒川論文，平成16年１
月号の黒川論文等を参考にしていただきたい．また，日本学術会議の新しい「ホームページ」を訪れてほしい．

　今回の法改正を受けて，平成17年４月には日本学術会議は内閣府に移管され，同年10月から新しい日本学術会
議が発足する．新たな日本学術会議は３部制（人文科学，生命科学，理学及び工学）で，新会員は現在の会員数

と同じく210名であるが，現在，この会員候補を選ぶための「会員候補者選考委員会」の委員（30名以内）を選任
するための手続が進行中である．新生日本学術会議では連携会員が新たに加わり，活動が始まる．これからの目

標，活動，変動する国際学術活動，社会への関わり，科学技術政策立案等へ向けた在り方については第18期でか
なり議論が進んでいるので，新しい日本学術会議もこの方向に進んでいくと期待される．

　最近の各国科学者コミュニティを代表する科学アカデミーの連合体を通した活動には目を見張るものがある．日

―――――――――――――――――――― ――――――――――――――――――
本学術会議の参加する InterAcademy Council（IAC）では本年３月に国連でその第１報「Inventing a Better

―――――― ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Future」，第２報「Realizing the Promise and Potential of African Agriculture」が相次いで提出され，それぞれの
国の政策として前向きに検討され，また，科学者の国際的な貢献が進むよう期待される．

　今年から，国の安全に関する「科学技術政策」協力が日米２国間で検討されているが，これとは独立して日本

学術会議と米国研究会議（National Research Council－NRC）との共同プログラムも始まる （‘Nature’, March 25th
issue, p. 357）．
　また，日本学術会議が中心となって，科学者，大学人，大学院生等が広く地域の初等中等教育の現場に関わり，

また，企業人，行政人の参加も呼びかけつつ，子供達の教育に積極的に関わっていく計画が進められている．以

上の日本学術会議の内外における際立った活動については，平成16年６月に発行された文部科学省の「科学技術
白書」にも掲載されている．

　

日本学術会議レポート　笊

日本学術会議レポート　笆

日本学術会議会員候補者選考委員会委員名簿が，日本学術会議会員推薦管理室から送られて来ました．（石和）

相磯　秀夫　　東京工科大学学長 青木　昌彦 スタンフォード大学名誉教授

板垣　雄三 東京大学名誉教授 井口　洋夫 宇宙航空研究開発機構顧問

岩槻　邦男 放送大学教授 大塚　正徳 東京医科歯科大学名誉教授

金岡　祐一 富山国際学園理事長 北川善太郎 名城大学大学院法務研究科教授

久城　育夫 東京大学名誉教授 坂部　　惠 桜美林大学文学部客員教授

佐々木　元 日本電気株式会社代表取締役会長 塩野　　宏 東京大学名誉教授

鈴木　昭憲 秋田県立大学長 高久　史麿 自治医科大学学長

伊達　宗行 大阪大学名誉教授 丹保　憲仁 放送大学長

常脇恒一郎 京都大学名誉教授 豊島久真男 理化学研究所遺伝子多型研究センター長

中川　久定 （財）国際高等研究所副所長 中根　千枝 東京大学名誉教授

西島　和彦 （財）仁科記念財団理事長 丹羽　雅子 奈良女子大学名誉教授
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びわこバイオ国際セミナー「ゲノムから産業へ」　　参加者募集概要

主　　　　　催　　滋賀県，びわこバイオ産業機構
日　　　　　時　　平成16年12月１日（水）～３日（金）
会　　　　　場　　滋賀県長浜市　長浜ロイヤルホテル
プログラム概要
　12月１日（水）13：30～
　　　基調講演　シドニー・ブレナー　ソーク研究所教授（米国）

　　　　　　　　（他１人依頼中）

　　　レセプション

　

　12月２日（木）　９：00～
　　　講　　演　渡辺　公綱　　　産業技術総合研究所生物情報解析研究センター長

郷　　通子　　　長浜バイオ大学教授

清水　信義　　　慶応義塾大学医学部教授

古野　純典　　　九州大学大学院医学研究院教授

長谷川　護　　　ディナベック株式会社代表取締役社長

ジョゼフ・キム　VGX ファーマシューティカルズ社最高経営責任者（米国）
　

　12月３日（金）　９：00～11：30
　　　エクスカーション：長浜バイオ大学，長浜市等

言　　　　　語　　日英同時通訳あり
参　　加　　費　　３日間参加　３万円，

　なお，別途宿泊費等相当分（３万円程度予定）を申し受けます．

12月１日のみ参加　２万円
申 込 み 方 法　　以下の事項を記入の上，郵便，ファクスまたは電子メールで以下までお申し込みください．

　漓お名前

　滷ご所属・ご役職　

　澆ご連絡先（住所，電話，ファクス，電子メールアドレス）

　潺12月１日のみ参加希望の場合その旨
　潸ご自身の研究や事業の概要，ご関心のある事項を簡単に

締　　　　　切　　11月５日　
定　　　　　員　　３日参加40人，第１日のみ100人程度．

定員に達した場合お断りすることがあります．

申し込み・問い合わせ先
びわこバイオ産業機構　国際セミナー係

〒526_0033　滋賀県長浜市平方町1152_2　滋賀県湖北地域振興局内
電話　0749_65_6648，Fax 0749_65_6649　
e-mail: bio@pref.shiga.jp
http://www.pref.shiga.jp/f/shinsangyo/bbo/　

根岸　　隆 東洋英和女学院大学特任教授 野依　良治 理化学研究所理事長

速水　　融 麗澤大学国際経済学部教授 久道　　茂 宮城県病院事業管理者

増本　　健 （財）電気磁気材料研究所長 吉川　弘之 産業技術総合研究所理事長

吉田　民人 関西大学社会学部客員教授 和田　昭允 理化学研究所ゲノム科学総合研究セン

ター特別顧問

（五十音順） （2004/８/17）
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◆◆◆◆◆BP 賞受賞候補者となられた会員へ◆◆◆◆◆
＜原稿依頼について＞　

記

1）GSJ コミュニケーションズ第５号（11月中旬発行）において BP 賞発表および受賞講演の大会発表者（原則
として）による講演内容のレビュー原稿を掲載．約16頁，B５判．GGS 本誌と共に雑誌購読者全員に配付す
る．

2）第１，２回 BP 賞とほぼ同様の形式で編集．特集号のタイトルは：
「若手研究者が語る（続）21世紀の遺伝学―日本遺伝学会第76回大会 Best Papers 賞」

3）稿締切り11月初旬予定．原稿はすべてメールにて受け付けます．
ワードファイルの添付文書を御利用下さい．

―――――――――――――――――――――――――
　　　　　　　メールアドレス　石和貞男　s-ishiwa@gf7.so-net.ne.jp　
漓タイトルと所属（発表講演と同じ）を明記．

　原則として講演発表者によって書かれた原稿を期待しております．

滷原稿には発表講演の概要，その背景，意義，今後の展開，抱負などを含む．

　1000字以内にて大学学部４年生にも分かる程度に平易に記述願います．
澆参考図・表を１～２枚程度．原稿が日本語で啓蒙的な内容を旨としておりますから，図表も其れにあわせて
工夫願います．カラー印刷致します．
　色覚バリアーフリーに配慮願います．図表の説明は分かりやすく丁寧に記述して下さい．

潺共著者全員の集合カラー写真（必須．氏名の表示付き）をお寄せ下さい，およそ名刺大に印刷の予定です．
潸引用文献は文末に最少に．

4）図表写真は別途郵送も可，遺伝学会事務室　石和貞男宛．住所／電話などは学会誌などを参照．
5）希望によって冊子の増刷いたします（料金実費）．
6）基本的には，第２回の冊子に準じた体裁で編集を行います．予算上 GSJ コミュニケーションズは付録 B5 判
で，紙質は余りよくありません．

１題１頁割り付け．その他，大会のプログラム・講演予稿集21ページをご確認下さい．
7）最後に重要事項をご案内します．『今回の発表内容につきましては，現在論文を投稿しようとしている所なの
ですが，GSJ コミュニケーションズに図や表を載せて発表することは，よく雑誌の投稿規定にある「オリジ
ナルで未発表の内容」には抵触しないのでしょうか？』
　数人の方から同様の趣旨のご質問を頂きましたので，昨年と同じ様にお返事致します．この特集記事は，受

賞講演の発表者を公表し顕彰することを第一義とし，また講演発表者自らの文章によって，発表講演を分かり

やすくレビューする場として提供することを第２の目的としております．大会発表の内容は，本誌 GGS  第
６号にアブストラクト（英文）として印刷され公表されますので，その限度内にて今回の原稿もお書き下さい．

図表なども，やがて学術誌に投稿される予定のものは避け，概念的なものに改訂するなどして投稿予定論文に

支障のない範囲で工夫された概説図・ポスターが，（今回お願いしている原稿には）相応しいかと思います．

　候補者が判明次第お手元に郵送されるはずの第２回 BP 賞発表冊子を是非御参照頂き，記述方針を共著者
ともどもお考え頂きたく思います．どうかよろしくお願い致します．此の件についてのご質問は24時間受け付
けます．メール下さい．　石和貞男（GSJ コミュニケーションズ編集担当）
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◆猿橋賞，奨励賞，推薦受付中◆

　「女性科学者に明るい未来をの会」は，公益信託女性科学者研究支援基金の事業の一環として，自然科学の分野

で，顕著な研究業績を収めた女性科学者に，毎年，賞（猿橋賞）を贈呈しております．

2004年11月30日（必着）で，猿橋賞，奨励賞の推薦受付を行っています．日本遺伝学会受付は10月31日（必着）
　「女性科学者に明るい未来をの会」（1980年創立）は，自然科学の分野で，顕著な研究業績を収めた女性科学者
に，毎年，賞（猿橋賞）を贈呈しております．2002年度からは，若手の女性研究者に対して行ってきた研究助成
を「奨励賞」と改め贈呈しています．

猿橋賞推薦
１．本賞は自然科学の分野で，顕著な研究業績を収めた女性科学者（ただし，下記の推薦締切日で50才未満）に
贈呈します．

２．本賞は賞状とし，副賞として賞金（30万円）を添えます．
３．本賞の贈呈は，１年１件（１名）です．

４．所定の用紙に受賞候補者の推薦対象となる研究題目，推薦理由（400字程度），略歴，主な業績リスト，及び
推薦者氏名・肩書きを記入して，主な論文別刷10編程度をそえ，本会事務所までお送り下さい．

５．締切は2004年11月30日（必着）です．
６．第25回の贈呈式は，2005年５月，東京において行う予定です．
７．応募書類送付先：

　　 〒166_0002　東京都杉並区高円寺北4_29_2_217
女性科学者に明るい未来をの会

（封筒には，「猿橋賞応募書類」と明記して下さい．応募書類は返却いたしませんのでご了承下

さい）

◆サイエンス・パートナーシップ・プログラム事業に関する調査研究に係る研究者招へい講座，
教育連携講座，教員研修の募集に遺伝学会も応募を検討◆

　文部科学省では，平成14年度より，科学技術・理科，数学教育を充実させるため，「科学技術・理科大好きプラ
ン」を推進しています．その一環として，中学校，高等学校等（以下，「学校」という）と，大学，公的研究機関，

民間企業等（以下，「大学，研究機関等」という）との連携により先進的な科学技術・理科，数学教育等を実施す

るための「サイエンス・パートナーシップ・プログラム事業」（以下，「SPP 事業」という）を行っています．
　SPP 事業は，大学，研究機関等の人材，施設，設備等を，学校における科学技術・理科，数学教育に活用する
ためのものであり，

１．学校，教育委員会が大学，研究機関等の研究者，技術者を招へいして，科学技術・理科，数学に関する観察，

実験，実習等の学習を行う「研究者招へい講座」（以下，「招へい講座」という）に対する支援

２．大学，研究機関等が学校，教育委員会と連携して，当該大学，研究機関等において，科学技術・理科，数学

に関する観察，実験，実習等の学習を行う教育連携講座（以下，「連携講座」という）に対する支援

３．各都道府県教育委員会，指定都市教育委員会及び中核市教育委員会や大学，研究機関等において，教員を対

象とした科学技術・理科，数学に関する研修を行う教員研修（以下，「教員研修」という）に対する支援等を実

施することにより，大学，研究機関等と学校の連携のあり方についての調査研究を行うこととしています．

　日本遺伝学会は,「遺伝教育の促進」という目標のもとに，学会内に「遺伝教育推進委員会（仮称）」を設立し，
以下に掲げる課題の具体化を検討・実行を図るべく，幹事会に提案の準備をしている．（石和）

（1）研究者と社会の接点を担当する人材育成講座を協力大学にて開設，
（2）中学生を主とした対象に出前授業や読物出版，
（3）中・高生を対象として遺伝に関する自由（課題）研究を公募し発表コンクールの開催，
（4）一般市民社会を対象として「遺伝なんでも相談室」の開設（ホームページの活用）など．

以上
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奨励賞推薦
１．本賞は推薦締切日に35才未満で，自然科学の分野で優れた研究業績を挙げ将来の発展が期待される若手研究
者に贈呈します．

２．本賞は賞状とし，副賞として賞金10万円をそえます．
３．本賞の贈呈は，１年１件（１名）です．

４．所定の用紙に受賞候補者の推薦対象となる研究題目，推薦理由（300字程度），略歴，研究業績，及び推薦者
氏名・肩書きを記入し，主な論文別刷り２編程度をそえ，本会事務所までお送り下さい． 応募書類はダウンロー
ドしてご利用ください．

５．締切は2004年11月30日（必着）です．
６．応募書類送付先：

　　　〒166_0002　東京都杉並区高円寺北4_29_2_217
女性科学者に明るい未来をの会

（封筒には，「奨励賞応募書類」と明記して下さい．応募書類は返却いたしませんのでご了承

下さい）

　なお，この件についての問い合わせは，出来るだけ下記アドレスに電子メールでお願いいたします．

　　saruhashi2005@saruhashi.net

◆会　長　日　々◆

●暑い夏，二人の会員があいついで逝去されました．弔電や供花の手配を関係者と急いで打ち合わせる．８月13
日故宝来聡会員の告別式（逗子），８月19日故外村晶会員の告別式（多摩霊園）に出席．お二人の生前のご活躍を
偲び謹んで哀悼の意を捧げました．●木原記念横浜生命科学振興財団の梅田　誠理事長から事業運営の都合によ

り平成17年度以降の日本遺伝学会木原賞に対する副賞贈呈については廃止すると書面をもって連絡を受ける．木
原賞が遺伝学会に設定されて以来変わらぬご理解ご協力を頂いて来た事に感謝をあらためて申し上げねばならな

い．設立当初の経緯を電話で常脇名誉会員に詳しくお尋ねしたので，その事も参考にしてこれかの財源確保につ

いて幹事会でまず検討したい．●例年だと三島市郊外に在住の彫刻家下山氏の工房を訪ね木原賞メダルに受賞者

名の刻印をお願いするところであるが，今年度は受賞者がいないためその必要がなくなったことを先ずは電話で

お知らせし，後日ご挨拶に参りますとお伝えした．●学会誌 GGS の頒布を受け持っている財団法人日本学会事
務センターが８月17日午前９時破産宣告されたと言う通知が突如破産管財人の弁護士から来た．指示通り必要手
続きに入る．幹事会で，今後の進め方に付いて話し合い，窓口を一本化して斎藤会計幹事に情報収集と今後の販

売業務の委託先の選定などについて検討をお願いする事にした．総会では何らかの結論を報告出来るようにした

い．●「注目科学技術領域の発展シナリオ調査」シナリオライターの推薦についての文書を「科学技術の中長期

発展に係る俯瞰的予測調査」事務局から送られて来た．遺伝学会には，生命科学の学際的発展に付いてのシナリ

オが望まれている．内容説明などを見ると，生物学の発展に寄せる担当者の考え方がよく分かり興味深い．３人

の論客を会員から推薦した．●育種学会会長喜多村北大教授と今夏より遺伝子組換え作物に関するコンフリクト

について，話し合う事が多くなった．北海道をはじめ幾つかの県に学会からの声明を送られている事は本小冊子

でも紹介した．長野県田中知事は，自治体内での GMO について強硬な態度で臨むようであるとの新たな知らせ
を受ける．遺伝学会としても，事態改善にむけて育種学会と協力する事を会長として約束した．科学（GMO を
主として）と社会の在り方について今後の施策を考えることにし，育種学会からは渡辺和男先生（筑波大）が担

当される事になった．遺伝学会からも窓口となる会員に依頼して両学会で具体案を早急に作成して頂こうと，急

いで人選中である．●選挙管理委員会から来年度の役員選挙結果がまとまった旨，連絡を受ける．評議員に同内

容が報告された．今大会総会資料にて全会員に報告する．●今大会一般講演の BP 賞，今年度の GGS 論文賞，な
ど成功に終わる事を祈りたい．来年度はさらに遺伝学研究者コミュニティーとしての存在感を明確にすべく新し

い企画を具体化したいと願っている．また，学術会議黒川会長のメッセージにもあるように，子供達の遺伝学教

育に積極的にとり組みたいと思う．（04/09/20　石和記）
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◆会　員　異　動◆
　新入会・再入会

武　智　正　樹 278_0055 千葉県野田市2_57_13
小　林　悟　志 101_8430 東京都千代田区一ツ橋2_1_2　学術総合センタービル

国立情報学研究所　情報学基礎研究系

岡　本　　　慶 730_0042 広島市中区国泰寺町1_2_49
広島県立広島国泰寺高等学校

水　野　健一郎 730_0042 広島市中区国泰寺町1_2_49
広島県立広島国泰寺高等学校

北　村　朋　子 606_8502 京都市左京区北白川追分町
京都大学大学院農学研究科応用生物専攻植物遺伝学分野

杉　本　大　樹 920_1192 石川県金沢市角間町金沢大学総合研究棟東研究室
石川県金沢市角間町金沢大学総合研究棟東研究室

北　岡　　　瞬 700_8530 岡山県岡山市津島中3_1_1
岡山大学理学部生物学科

中　島　　　寿 700_8530 岡山市津島中三丁目1番1号
岡山大学理学部生物学科分子遺伝学研究室　

山　本　智　志 700_8530 岡山市津島中3_1_1
岡山大学大学院自然科学研究科

長　岐　清　孝 710_0046 岡山県倉敷市中央2丁目20_1
岡山大学資源生物科学研究所

高　瀬　聖　也 614_8297 京都府八幡市欽明台西28_8
菅　澤　　　薫 351_0198 埼玉県和光市広沢2_1

独立行政法人理化学研究所・中央研究所・花岡細胞生理学研究室

野　村　直　史 171_8501 東京都豊島区西池袋3_34_1
立教大学

朴　　　慶　一 444_8585 愛知県岡崎市明大寺町西郷中38
基礎生物学研究所分子遺伝学研究部門

杉　山　立　志 930_0194 富山市杉谷2630
　 富山医科薬科大学薬学部附属薬用植物園

原　田　えりみ 135_0064 東京都江東区青海2_45　タイム24ビル10階
生物情報解析研究センター

佐　藤　佑　香 171_8501 東京都豊島区西池袋3_34_1　13号館Ｃ410
立教大学大学院

川　原　善　浩 135_0064 東京都江東区青海2_45タイム24ビル10階
産業技術総合研究所生物情報解析研究センター

坂　手　龍　一 135_0064 東京都江東区青海2_45　タイム24ビル10F
生物情報解析研究センター（JBIRC）

遠　藤　金　吾 980_8577 仙台市青葉区片平2_1_1
東北大学大学院生命科学研究科

工　藤　愛　子 236_0037 神奈川県横浜市金沢区六浦東1_50_1
関東学院大学

Jeffrey Fawcett 606_8502 京都市左京区北白川追分町
京都大学大学院農学研究科応用生物科学専攻栽培植物起原学分野

渡　邊　倫　史 338_8570 埼玉県さいたま市桜区下大久保255
埼玉大学大学院理工学研究科

金　　　麗　華 411_8540 静岡県三島市谷田1111
国立遺伝学研究所 CIB/DDBJ 研究センター 遺伝情報分析研究室

福　本　泰　典 565_0871 大阪府吹田市山田丘1_3　旧細胞生体工学センター2F
大阪大学大学院生命機能研究科細胞構造研究グループ

芹　澤　尚　美 444_8585 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38
基礎生物学研究所

小　島　健　司 277_8562 千葉県柏市柏の葉5_1_5　東京大学新領域生命棟501
東京大学大学院新領域創成科学研究科先端生命科学専攻

尾　崎　省　吾 812_8582 福岡市東区馬出3_1_1
九州大学大学院薬学研究院分子生物薬学分野
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毛谷村　賢　司 812_8582 福岡市東区馬出3_1_1
九州大学大学院薬学研究院

黒　田　貴　雄 606_8507 京都市左京区聖護院川原町53
京都大学再生医科学研究所・発生分化研究分野

安　野　志　津 奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス
研究科原核生物分子遺伝学講座

井　上　貴　之 171_8501 東京都豊島区西池袋3_34_1　13号館C411
立教大学理学研究科生命理学専攻

岩　崎　まゆみ 812_8581 福岡市東区箱崎6_10_1
九州大学理学研究科生物科学専攻染色体機能学講座

小田原　真　樹 171_0021 東京都豊島区西池袋3_34_1　立教大学13号館　C411
立教大学大学院理学研究科生命理学専攻

CHOOWONG 565_0871 大阪府吹田市山田丘2_1
　AUESUKAREE 大阪大学工学研究科応用生物工学専攻

三　枝　千　晴 739_0141 広島県東広島市八本松町飯田3013_15
中　村　健　一 560_0043 大阪府豊中市待兼山町1_1

大阪大学大学院理学研究科

吉　本　誠　之 464_8602 名古屋市千種区不老町
名古屋大学大学院理学研究科生命理学専攻分子第四研究室

大　西　憲　幸 464_8602 愛知県名古屋市千種区不老町名
名古屋大学理学研究科生命理学専攻生体構築論講座

小見山　博　光 113_8431 東京都文京区本郷3_1_3
順天堂大学大学院下部消化器外科

農　　　大　輔 657_8501 神戸市灘区鶴甲3_11
神戸大学総合人間科学研究科

久　保　泰　記 808_0196 北九州市若松区ひびきの2_4
九州工業大学大学院生命体工学研究科

黒　木　陽　子 230_0045 神奈川県横浜市鶴見区末広町1_7_22
理化学研究所ゲノム科学総合研究センター
ゲノム基盤施設シーケンス技術チーム

島　田　朋　史 060_0810 札幌市北区北10条西5丁目
北海道大学大学院地球環境科学研究科生態遺伝学講座

韓　　　　　曼 390_8621 長野県松本市旭3_1_1
信州大学理学部生物学科

古　賀　光　徳 560_0043 大阪府豊中市待兼山町1_1理学研究科A棟514号室
大阪大学理学研究科生物科学専攻

大　平　高　之 東京都文京区弥生1_1_1
東京大学大学院分子細胞生物学研究所染色体動態研究分野

當　利　和　夫 812_8581 福岡市東区箱崎6_10_1
九州大学大学院生物資源環境科学府

竹　本　祐　史 980_8578 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉
東北大学大学院生命科学研究科博士課程

稲　田　英里子 984_0053 宮城県仙台市若林区連坊小路52_8クレスト連坊105
加賀美　弥　生 277_8562 千葉県柏市柏の葉5_1_5 新領域生命棟 601

東京大学大学院新領域創成科学研究科先端生命科学専攻

後　藤　禎　補 990_8560 山形県山形市小白川町1丁目4_12
山形大学

長　瀬　友　美 390_8621 長野県松本市旭3_1_1
信州大学工学系研究科

江　口　久美子 565_0871 大阪府吹田市山田丘2_1
大阪大学大学院工学研究科応用生物工学専攻細胞動態学領域

國　米　修　平 700_8530 岡山県岡山市津島中1_1_1
岡山大学農学部資源細胞工学研究室

住　所　変　更

落　合　利　紀 739_8526 広島県東広島市鏡山1_4_3
広島大学大学院理学研究科附属植物遺伝子保管実験施設
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小　野　勝　彦 700_8530 岡山市津島中3_1_1
岡山大学理学部生物学科核酸動態研究室

斎　藤　　　茂 020_8550 岩手県盛岡市上田3丁目18_8
岩手大学農学部附属寒冷バイオシステム研究センター

加　藤　由実子 240_0193 宮城県塩龜市新浜町3_27_5
（独）水産総合研究センター東北区水産研究所

押　田　龍　夫 080_8555 帯広市稲田町西2線帯
広畜産大学野生動物管理学研究室

退　　　　　会

杉原加奈子，大橋青史，宇井陽子，杉原加奈子，高橋比紗子，小田有希子

　訃　　　報　

宝来　　聰　会員　　平成16年８月10日（火）午前１時25分，逝去されました．
　　　　　　　　　　享年　58歳
外村　　晶　会員　　平成16年８月15日（日）午前１時23分，逝去されました．
　　　　　　　　　　享年　78歳

謹んで，哀悼の意を捧げます．

寄贈図書・交換図書

科学 Vol. 74 No. 9 （2004）
Chinese Journal of APPLIED & ENVIRONMENTAL BIOLOGYVETERINARY SCIENCES

Vol. 10 No. 3 （2004）
JOURNAL OF CHINA_JAPAN FRENDSHIP HOSPITAL Vol. 18 No. 2, 3 （2004）

名簿訂正
以下の会員の名簿に誤りがありましたので，訂正してお詫びいたします．

大　嶋　泰　治 電話  072_689_2276　FAX  072_689_2279
　OSHIMA  YASUJI
足　立　　　隼 sadachi@rg.med.kyoto_u.ac.jp

（鈴木真有美，04/09/15現在）
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日本遺伝学会歴代学会長

存　任　期　間主 た る 職氏　　　名歴代

自　昭和３年１月１日　至　昭和９年１２月３１日東京帝国大学教授（農学部）
池野成一郎
　慶應２年５月１３日生

１

自　昭和１０年１月１日　至　昭和１１年１２月３１日東京帝国大学教授
藤井健次郎
　慶應２年１０月２日生

２

自　昭和１２年１月１日　至　昭和１２年１２月３１日北海道帝国大学教授
小熊　　捍
　明治１８年８月２４日生

３

自　昭和１３年１月１日　至　昭和１３年１２月３１日東京農林省農事試験場寺尾　　博４

自　昭和１４年１月１日　至　昭和１５年１２月３１日九州帝国大学教授
田中　義麿
　明治１７年１０月６日生

５

自　昭和１６年１月１日　至　昭和１６年１２月３１日北海道帝国大学教授
小熊　　捍
　明治１８年８月２４日生

６

自　昭和１７年１月１日　至　昭和１７年１２月３１日京都帝国大学教授
駒井　　卓
　明治１９年５月９日生

７

自　昭和１８年１月１日　至　昭和１８年１２月３１日東北帝国大学教授山口　弥輔８

自　昭和１９年１月１日　至　昭和１９年１２月３１日京都帝国大学教授
木原　　均
　明治２６年１０月２１日生

９

自　昭和２０年１月１日　至　昭和２０年１２月３１日東京医科歯科大学教授古畑　種基１０

自　昭和２１年１月１日　至　昭和２２年１２月３１日東京帝国大学教授
増井　　清
　明治２０年９月１４日生

１１

自　昭和２３年１月１日　至　昭和２７年１２月３１日京都帝国大学教授
木原　　均
　明治２６年１０月２１日生

１２

自　昭和２８年１月１日　至　昭和３３年１２月３１日
東京大学・教授
国際キリスト教大学

篠遠　喜人
　明治２８年２月２０日生

１３

自　昭和３４年１月１日　至　昭和３５年１２月３１日東京大学教授
和田　文吾
　明治３３年１２月１８日生

１４

自　昭和３６年１月１日　至　昭和３９年１２月３１日東京都立大学学長
森脇大五郎
　明治３９年１０月１２日生

１５

自　昭和４０年１月１日　至　昭和４３年１２月３１日大阪大学教授
吉川　秀男
　明治４１年３月１１日生

１６

自　昭和４４年１月１日　至　昭和４７年１２月３１日東京大学教授
田中　信徳
　明治４３年８月１１日生

１７

自　昭和４８年１月１日　至　昭和５１年１２月３１日国立遺伝学研究所所長
田島弥太郎
　大正２年９月２６日生

１８

自　昭和５２年１月１日　至　昭和５５年１２月３１日国立遺伝学研究所教授
大島　長造
　大正５年２月７日生

１９

自　昭和５６年１月１日　至　昭和５９年１２月３１日国立遺伝学研究所教授
木村　資生
　大正１３年１１月１３日生

２０

自　昭和６０年１月１日　至　昭和６１年１２月３１日京都大学教授
小関　治男
　大正１４年１１月２０日生

２１

自　昭和６２年１月１日　至　昭和６３年１２月３１日東京大学教授
飯野　徹雄
　昭和３年８月１２日生

２２

自　平成１年１月１日　至　平成２年１２月３１日京都大学教授
常脇恒一郎
　昭和５年１１月２６日生

２３

自　平成３年１月１日　至　平成６年１２月３１日国立遺伝学研究所教授
森脇　和郎
　昭和５年１１月４日生

２４

自　平成７年１月１日　至　平成１０年１２月３１日
九大・生体研・所長
福岡歯科大・教授

関口　睦夫　
　昭和７年６月３日生

２５

自　平成１１年１月１日　至　平成１４年１２月３１日国立遺伝学研究所所長
堀田　凱樹
　昭和１３年９月２０日生

２６

自　平成１５年１月１日　至　平成１６年１２月３１日お茶の水女子大学名誉教授
石和　貞男
　昭和１１年７月８日生

２７
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日 本 遺 伝 学 会 会 則

第１条　本会は日本遺伝学会と称する．
第２条　本会は遺伝に関する研究を奨め，その知識の普及を計ることを目的とする．
第３条　本会は事務所を静岡県三島市谷田，国立遺伝学研究所内におく．
第４条　本会に入会しようとするものは住所，氏名および職業を明記して本会事務所に申し込むこ

と．
第５条　本会会員は普通会員，機関会員，賛助会員および名誉会員とする．毎年普通会員は会費

10，000円（ただし在学証明書またはそれに代わるものを提出したときは6，000円）を，機関
会員は15，000円を，賛助会員は１口（20，000円）以上を前納すること．会員で会費滞納１年
におよぶものは資格を失うものとする．

第６条　本会は次の者を総会の決議により名誉会員とすることができる．
　本会に功労のあった者．外国の卓越した遺伝学者．

第７条　本会は隔月１回遺伝学雑誌を発行して会員に配布する．
第８条　本会は毎年１回大会を開く．大会は総会と講演会とに分け，総会では会務の報告，規則の改

正，役員の選挙および他の議事を行い講演会では普通会員および名誉会員の研究発表をす
る．
　大会に関する世話は大会委員若干名によって行い，大会委員長は会長が委嘱する．大会は
臨時に開くことがある．

第９条　本会は各地に談話会をおくことができる．
第10条　本会は会長１名，幹事若干名，会計監査２名の役員，および評議員若干名をおく．
　　1）　会長は本会を代表し，会務を統轄する．
　　2） 会長は，評議員が全普通会員の中から選出した複数の候補者から普通会員による直接選挙に

よって選出される．
　　3）　評議員は，普通会員による直接選挙で選出される．
　　4）　幹事は，会長が推薦する候補会員を評議員の過半数が承認することにより選任される．
　　5）　会計監査は，会長が推薦する候補会員を評議員の過半数が承認することにより選任される．
　　6）　会長は評議員会を招集し，その議長を務める．幹事は評議員会に出席するものとする．
　　7） 評議員会は，会員を代表して，事業計画，経費の収支，予算・決算，学会誌の発行，大会の

開催，その他重要事項について審議し，出席評議員の過半数をもって議決する．
　　8）　会長ならびに幹事により幹事会を構成し，会長がこれを代表する．
　　9） 幹事会は，学会の関連事項を論議し評議員会に諮ると共に，会務を執行する．
　 10） 会計監査は，学会の会計を監査する．
第11条　役員および評議員の任期は２カ年とする．会長および評議員は連続三選はできない．
第12条　本会の事務年度は暦年による．
付則　　平成７年10月13日に第５条を改正し，平成８年１月１日から施行する．
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