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I~ ， !高文の訂正 :査脱税査のがf呆.)J;(紛の訂正を求められた場合は. '1-0 日以内に. 訂正された )j;\~I，1に訂正点を

明示した手紙をつけて. llf1ft己泌以総事1.紀弘t刊行会抗iて送付すること.なお. Eclito，の賀任において-)¥1¥半1;)
の訂正をすること沖Tある目

5 採択総文 出bJcがm択された場合.)j;¥仰を3.5インチ7ロッピーディスク MOディスク ・CD・R'CD・RW

のいずれかに保存し.制集部へ滋付する ディスクには愉文受付称号 館以持者'*"・機秘名 ・ソ7トウエア と

そのパージョンを明記する.¥l¥findo¥Vsの場合は MS・Wo，'d'一太郎，また M叫 intoshの場合は EG・Wo，てl

MS.Wordとし，特に l'vLacint.oshにおいては MS.DOSテキス トファイ Jレに保有・して拠11'，すること。

日 校iE :枚lEは耕析に よ る'1'(任校正とする白'1存者組数の場合は校:iEi'i任者を投有:~ II;\'til，とする，

7 掲載 愉主;のJ1，)If/(は探JII)III(を));U111とする.迅.i!IHtJ械を精出するときは投杭|時にその行巾し/1¥ること

(t) j白紙料は IJIにつき梢l文は5，5001.1]， .!f，(文は6.5001']，趨1mは lfiにつき 7.0001']， 汚点の拠版代， ，11， 

版， トレ一見代，別111ト，送料などは別に災'l!(を FIJし受ける.

(2) 迅速拘械には迅速掲縦料を裂する 5H以内は30，OOOITJ.6 J.f以上は 1J.f 1rj:に 10，000/1'1を加tlした苗iを

中レ受ける

(3) 都知jの効ZL . 測定拭磁のj庇~，'t i古il;ij盟慌の他mなどに|制する治験愉.!cおよ び学会抄録については， jW~/(料

を日lJi主に1':1'1し'支ける.
8， ~IJ冊 . 災 'l!(fl tt!とし， 若者校正lゆに刊1\数を指定する

r nformation for八ulhorsSubmiuillg J>apcrs in English 

l. Manusc，'iplS， lablcs al1c1 r.gu，出 ll1uslbc subll1iltccl in thrce copies. Mar】lIscriplSsholllcl bc lypcd 
clouble-spacecl wilh wiclc m削 gillsOn 8.5 by 11 inch pape，'. The texl of"all regular manuscripls should 

110t ex切ecl12 lypcw，山CI1pagcs， and lhal of" casc repol't 6 pages. The abSlraCl should 110l白 cccd

250 ~o町:I s ancl should conwil1 no abbrcviations 
2. The日rSIpage shoulcl conla川 lhelillc， fulll1amcs抗ndaffilialions of 1 he au lhors， key worcls (no mo，'C 

thal1 5 worcl仏 anda I'unning li山 COl1S山 略。flhc日削 aUlhora吋 twoWOI'c!S. 

c.g.: Yamac!a， et al.: I'roslalic cancer' PSAP 
3. The liSlofrefeγel1ces shoulcl inclucle only lhosc publicalions which nre cilecl il1 lhc IfXI. Referenccs 
should nOI cxceed 30 reaclily available cilalions. Rcfcrcncc should bc il1 thc form of superscript 

numerals and should nOI bc arr'anged alphabclically. 

4. Thc lillc， lhc nはm剖 andaffilialions of the authol's， thc direclor's l1amc， and '111 abstracl shoulcl bc 

prov凶 dill ]apa叫 se
5. For f"urthcl" dClails， rcfcr lO a I"Cω刊 journal

編 集 後 記

先日のJ1t新聞のサイエンス州に。 ミツバチには r~rt忙lJ 遺伝子が働いている と いう興味深い紡米が米大の!l!M却

手|学の研究チームから制作されたと 州ていた.

ミツパチは1ズメ パチを近併らせるとj凪'm・は逃げるが. ミツバザーの中でも巣の婚をする rl"l骨パチ」は， スズ

メパチの攻燃にも公敢に立ち向かっていく1"1性があるのだそ うだ.7 ')やハチなどのような社会性を持つ生物に

凡られるいっけん利他n~に思えることような行動も，ダーウ イ ンの進化論では紙の保有ーに布利に働いていると考

えられている 京大の研究チームは，この攻麟悦の向い ミツバザーの)J副ではAlliJJI'炎ウィ ルスに似た配$'IJを持つ泣

伝子が働いており ，これがI"J帯パチの本他行動にt医科を与えている ことを倣11隠したとしている。 そして，この

ウィ Jレ丸山梨と考えられる遺伝子を 「カク ゴ(}'t'出)J とれ付けたよう だ.

医師や政治家， そして一部の~~O染者のi't 1f:のない行動が次々と報泊されている 口本人全体に他人任せ. !眠

fl・4モが~~している 我々のl悩にも「カクゴJ をのせたウィルλを感染させる必裂があるのかもしれない

(小)11修)
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