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平成26年度日本動物学会中部支部大会 能登大会  

要旨集 目次 

 

①能登海洋教育フォーラム (3-22ページ) 

 11月22日（土曜日） 9:00～16:15 （のと海洋ふれあいセンター） 

●能登海洋教育フォーラム（シンポジウム、一般発表） 

●中高生研究発表（高校生口演、中学生ポスター発表） 

 

②日本動物学会中部支部大会 本大会  (23-60ページ) 

 11月22日（土曜日） 18:00～21:00 （金沢大学 臨海実験施設） 

 ●若手研究者のナイトセッション（若手講演） 

 

 11月23日（日曜日） 8:30～21:00 （ホテルのときんぷら） 

 ●中部支部会大会 本大会(シンポジウム、基調講演、学生・一般発表、懇親会) 

 

③公開講演会「宇宙ではなぜ骨が弱くなるのか？」(61-70ページ) 

 11月24日（月曜日） 9:00～14:50 （コンセールのと） 
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●プレゼンテーションについて 

 

講演のプレゼンテーションについて 

・ 一般発表者及び高校生口演発表者の方は、発表で用いるPower Pointファイルを作成

し、USBメモリーに入れてご持参下さい。原則的にUSBのデータを共通のPCに移

して使用していただきます。 

Mac使用や動画再生などの理由で、自分のPCを使用したい方は、あらかじめ事務局

（shozoogiso@se.kanazawa-u.ac.jp）までお知らせください。 

 

・ 一般発表の方は、 22日の8:30～9:20までにデータを移していただけるようお願いし

ます。 

 

・ 高校生口演の方は、12:40までにデータを移していただけるようお願いします。 

 

・ 一般発表及び高校生口演は、発表12分、質疑応答3分の15分間です。 

 

・ ポスター発表についても「のと海洋ふれあいセンター、海の自然体験館2F、自然体

験室」で行います。会場にあるボードに貼っていただきます。詳しくは当日会場係に

問い合わせください。 

  

mailto:shozoogiso@se.kanazawa-u.ac.jp
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●会場案内 

 

のと海洋ふれあいセンター 海の自然体験館2F 自然体験室 

〒927-0552 石川県鳳珠郡能登町越坂３−４７ 

0768-74-1919 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜のと海洋ふれあいセンターへのアクセス＞ 

【自動車で】 

北陸自動車道金沢森本ICから津幡バイパス、のと里山海道、珠洲道路経由で約2時間30分 

北陸自動車道金沢東I.Cからのと里山海道、珠洲道路経由で約2時間30分 

【北陸鉄道（株）の特急バスで】時刻表については能登方面特急バスのホームページをご覧ください 

JR金沢駅から宇出津真脇特急を利用して越坂下車（約2時間40分，1日2往復）、徒歩4分 

【飛行機を利用して】 

のと空港と羽田空港との間で1日2便運行。のと空港からふるさとタクシーで約45分 

【電車・バスで】 

JR金沢駅からJR七尾線、のと鉄道を利用して終点穴水駅へ 

穴水駅から路線バスを利用して九十九湾下車（快速，徒歩30分）もしくは越坂下車（徒歩4分）  
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平成26年度 日本動物学会中部支部大会 能登大会・プログラム 

11月22日（土曜日）能登海洋教育フォーラム （のと海洋ふれあいセンター 自然体験室） 

 

開場：9 :00 

開始：9 :25   

● 9:25～9:30 開会挨拶 大会委員：鈴木信雄（金沢大学） 

                  来賓祝辞：持木一茂（能登町長） 

 

● 9:30～10:00 基調講演 

赤坂甲治（東京大学大学院理学系研究科） 

「小中高等学校と大学が連携する海洋教育」 

 

● 10:00～10:15 休憩 

 

● 10:15～11:45 一般発表（15分X6題）、座長：鈴木信雄（金沢大学）、丹羽淑博（東京大学） 

 

発表1： 後藤佑介（金沢大学「能登里山マイスター」養成プログラム修了生・漁師） 

「子どもたちの学び場としての珠洲・木ノ浦海域公園の見どころ」 

 

発表2： 越石あき子（グリーンキーパーズ交流促進事業部） 

「能登九十九湾・小木港を拠点とした海洋教育を考える」 

 

発表3：○東出幸真・達 克幸・坂井恵一（のと海洋ふれあいセンター） 

「石川県のと海洋ふれあいセンターにおける海洋体験プログラムについて」 

 

発表4： 寺下友敬（石川県立能登少年自然の家） 

｢海に親しむ｣ 

発表5： 中田晴夫（能登町立小木小学校） 

「小木小学校における海洋教育」 

 

発表6： 及川圭介（三浦市教育委員会）   

「三浦市における海洋教育の取り組み  

～学校と地域と教育委員会との協働による海洋教育の推進～」 
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● 11:45～12:00 総合討論 

 

● 12:00～13:00 昼食 

 

● 13:00～15:15 高校生口演（15分X8題）、座長：谷内口孝治（金沢大学） 

 

高校生口演 HO-01 ○善端大貴・○前 千尋・○松井健悟（石川県立七尾高等学校2年） 

「メダカの追随行動」 

 

高校生口演 HO-02 ○前田皐介1・伊藤康烈1・栗林和輝1・北野ひかる1・加藤麻衣1・前田記里1・ 

小林凌雅1・橋本輝己2（1福井県立鯖江高等学校・2生物クラブ） 

「スカシカシパンの潜行行動における砂の動き」 

 

高校生口演 HO-03 ○尾谷知宥・○藤田 集・○山本瞬斗（石川県立能登高等学校） 

「自然豊かな能登半島 底延縄に挑戦」 

 

高校生口演 HO-04 ○福山真菜（福井県立高志高等学校2年） 

「ゼブラフィッシュの学習行動の習得について」 

 

● 14:00～14:15 休憩 

 

高校生口演 HO-05  ○佐藤晴海1・伊藤 敦1・野呂勇希1・山田一輝1・後藤拓真1・ 

山本晃輔1・西飯信一郎2・安田拓真2 

（1鈴鹿高等学校自然科学部・2鈴鹿高等学校自然科学部問） 

「ネコギギの個体識別から分かること－鈴鹿川水系の環境調査ⅩⅡ－」 

 

高校生口演 HO-06 ○上野寛生・手塚大貴・石坂祐希・横尾海星・岩崎凌吾・磯 雄翔 

（富山県立富山中部高等学校・SS生物部） 

「セミの羽化に関わる条件について」 

 

高校生口演 HO-07 時長克也・持平拓朗・吉田拓矢・白坂香織・○西原亜衣・○矢鋪愛海 

（石川県立飯田高等学校） 

「里山に生きる動物の命」 
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高校生口演 HO-08 ○吉村悠希・竹村大輔・新田美優・松宮菜々子  

（福井県立若狭高等学校） 

「海底湧水と生物の関係 ～研究Ⅰ 貝類と珪藻類の研究～」 

  

● 15:15～15:25 休憩 

 

● 15:25～15:55 中学生ポスター発表（2題） 

 

中学生ポスター JP-01 ○濱出大樹・○新田恵佑・○米澤 優（珠洲市立宝立中学校） 

「アリジゴクの「巣穴」について」 

 

中学生ポスター JP-02 ○畑中 雛・○干場麻衣・○山根紗希（能登町立柳田中学校２年） 

「烏賊の解剖」 

 

● 16:00～16:15 表彰式 
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発表要旨 

能登海洋教育フォーラム 
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基調講演: 小中高等学校と大学が連携する海洋教育 

赤坂甲治 

東京大学大学院理学系研究科 

 

海は宝庫である。海に囲まれた我国は、海を活用すべきことはいうまでもない。日本政府は、2007

年に海洋基本法を制定し、海洋基本計画を発表して、海洋を活用する国の方針を明確に示した。2014

年8月13日の読売新聞の報道によれば「政府は、小中高校で教える内容を定める学習指導要領で・・（中

略）・・・海洋教育を充実させる方針を固めた」としている。学習指導要領に海洋が組み込まれれば、初

等中等教育における海洋教育に本格化に取り組む必要がある。 

問題は、教育現場の若い先生方の大部分は海を知らないことにある。次期学習指導要領の改訂まで約

5 年。この短い時間で、海を教えることができる人材を育成する必要がある。図鑑や解説書は市販され

ているが、掲載されている内容は、地元の海に該当するものが意外と少なく、事実上役に立たない。学

校の近くの海に特化したマニュアル的な図鑑や教材があれば、先生方にとってアクセスしやすく、授業

や課外活動として子供たちに体験させることもできる。しかし、地域密着型の教材は市販されているわ

けではない。この問題を解決するため、全国の臨海実験所を拠点とする海洋教育促進プロジェクトを提

案する。全国各地には北海道から沖縄まで約 20 カ所の国公私立大学の臨海実験所があり、国立大学の

臨海実験所の多くは教育関係共同利用拠点として文部科学省に認定されている。臨海実験所を拠点とし

て、大学の専門家の協力を得て、初等中等教育の先生方が海洋教育の教材作成と指導の方法を学ぶ機会

が得られれば、先生方が、自ら地元の海を調査し、地域密着型教材を開発することが可能になる。その

結果、身近な地元の海で繰り返し体験学習を行うことができる。生物であれば、種名のリストが蓄積さ

れれば環境指標にもなる。生物のみならず、船舶、海底探査ロボット、海洋気象、地質、水産、漁業、

海運、観光、国際法なども教材として取り上げ、地域密着型教材の開発を全国に展開すれば、日本海洋

教育教材大全集ともなり、より広く海を理解することが可能になる。本講演では、海洋基本法、海洋基

本計画の概要と、東京大学三崎臨海実験所が三浦市と連携して取り組んでいる海洋教育促進プロジェク

トを紹介する。 
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発表1. 子どもたちの学び場としての珠洲・木ノ浦海域公園の見どころ 

後藤佑介 

金沢大学「能登里山マイスター」養成プログラム修了生・漁師 

 

木ノ浦海域公園は外浦に面する岩礁地帯で、変化に富んだ海底地形により多様な生物相が観察できる。

また、サザエ・アワビをはじめとする貝類、岩のりなど海藻類などの自然の恵みを多く得られる場所で

もある。演者は修学旅行等での刺し網体験、採貝と試食体験、カヤック体験を通じて子どもたちが海と

触れ合うきっかけを提供している。カヤックで沖から陸を眺め、普段と違う視点で得られる気づき、実

際に生物を手にとって感じる体験を通じて里海の大切さを伝えているので、その事例を報告する。 

 

図 木ノ浦海域公園の観察フィールド 

 

① カヤックフィールド 

海蝕崖等の変化に富んだ岩礁地帯。普段人が近づけない区域。 

② 岩礁地帯観察フィールド 

岩礁地帯の生物観察、たこすかし、採貝等の伝統漁法の体験を行う。春から初夏にかけてはワカメや

ウミゾウメン、真冬にはウップルイノリの採取も行われている。 

③ 刺し網体験フィールド 

沖合にて漁師の指導のもと刺し網体験を行う。スズキやフクラギ（ブリ）等の沿岸漁、ハチメ等の根

魚（メバル類）、ヒラメ等の底物が獲れる。 

④ 浅瀬観察フィールド 

初心者が安全にシュノーケリングをしながら、ホンダワラ類に潜むキジハタやタコなどの生物観察を

行うことができる。 

① 

② 

③ 

④ 

国土地理院発行 ５万分の１地形図「珠洲岬」 
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発表2. 能登九十九湾・小木港を拠点とした海洋教育を考える 

越石あき子 

グリーンキーパーズ交流促進事業部 

 

自己紹介 

能登町小木生まれ。海と山が遊び場。私を育ててくれた人達に感謝し、大好きな自然を次の世代へ継

承していくことを使命に、人と人、人と自然、人と地域社会をつなぐ役割を担いたい。 

（公益社団法人）いしかわ環境パートナーシップ県民会議で、自然学校コーディネーターとして、い

しかわ自然学校事務局勤務。県事業であるいしかわ自然学校の企画運営に携わり、指導者養成講座、自

然体験で地域づくり支援等を県内各地で行う。ボランティア団体夕日寺自然体験実行委員会を立ち上げ、

県施設「夕日寺健民自然園」での体験プログラム開発と実施により利用促進に務める。特定非営利法人

角間里山みらいでは金沢大学と連携し角間の里山において、産官学民が連携し里山維持管理モデルの構

築と若年層を対象に人材育成講座を行う。 

 

平成２５年度から、九十九湾に面した岬の約４haの森を、アカテガニをシンボルとした生物多様性の

保全と海と森のつながりを学ぶフィールドとして活用するため、森づくり活動をスタート。除伐した雑

木を有効利用するため、クラフト材としての活用をさぐる。 

 

隣接する小木港は古くから漁業が栄え、現在は主に中型遠洋漁業の基地となっている。 

近年は、漁業の衰退、少子高齢化、生活の変貌により、昔ながらの小木ならではの特徴的な海洋文化・

暮らし方が伝承できなくなりつつある。このことに危機感を持ち、６０代以上の地域住民から、四季ご

との暮らし、遊び、食、漁業のことを聞き書きし、その中で小木らしい特徴、海洋文化を探り出し、伝

承していくための方法を模索しているところである。いずれは、九十九湾の小木と越坂をつないでいた、

伝馬船での渡しを復活させ、櫓や櫂で舟を操作する技術も伝承していけるようにと願っている。 

その手始めとして、舟で海に直接ふれあうためにシーカヤック体験を実施し、秋に再度実施する予定。 

昨年、金沢大学の留学生を対象に体験学習旅行を受け入れプログラムを実施。古民家と漁業で使って

いた倉庫を改修し、「美味しいと体験のおうち 小木・番屋（仮）」を設置し、地域住民と都市部の人が

交流する機会を創出するための、食に関するプログラム体験を実施予定（１１月オープン）※これまで

の実施風景写真をお見せして事例紹介します。 
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発表3. 石川県のと海洋ふれあいセンターにおける海洋体験プログラムについて 

○東出幸真・達 克幸・坂井恵一 

のと海洋ふれあいセンター 

 

のと海洋ふれあいセンターは、平成６年４月に、海（浅海、潮間帯、海岸）の自然環境と動植物に関

する調査研究と普及啓発を行う「海の自然保護センター」として開館しました。平成１６年７月には、

スノーケリングをはじめとした様々な海の自然体験活動の拠点として、活動の「場」と「プログラム」

を提供する為、「海の自然体験館」を開設しました。 

能登半島国定公園を代表する景勝地の一つでもある「九十九湾」に隣接したフィールドには、豊かな

自然を活かすために整備した磯の観察路や藻塩体験コーナー、タッチフィールドがあり、さまざまな海

洋体験プログラムを提供しています。ここではこれまでの２０年間で実施してきたプログラムを紹介し、

現在提供している主なプログラムの内容を具体的に紹介したいと思います。 

表 のと海洋ふれあいセンターが提供できる「海の体験プログラム」 

プログラムの内容 定員（時間） 対象 備考 

貝殻等を使った作品づくり 

磯観察 

アカテガニの観察 

７０（３０） 

７０（４５） 

３５（６０） 

小学校低学年～ 

実費必要（無料プログラムあり） 

箱メガネの提供可能（最大30個） 

日没時には放仔の観察が可能（6～9月） 

スノーケリング 

スルメイカの解剖・観察 

土鍋での製塩 

土器での製塩 

講演会・出張授業 

２０（１５０） 

４０（１２０） 

３５（６０） 

３５（９０） 

－ 

小学校高学年～ 

¥2,000／回、指導者の確保も必要（6～9月） 

材料実費必要 

¥200／土鍋、グループで利用可能 

¥500／土器、屋外なので天候による制限あり 

海の生きものについての観察会なども可能 

海藻のおしば標本づくり 

海岸生物の採集と分類 

４０（９０） 

４０（９０） 

中学生～ 

冷凍保存した海藻を使用（採集も可能） 

箱メガネ、マリンブーツ、図鑑等を提供可能（5～10月） 

  

  

 

 

図 １ スノーケリングの様子 図 ２ スルメイカ解剖の様子 
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発表4. 海に親しむ 

寺下友敬 

石川県立能登少年自然の家 

 

１ 海に親しむ活動 

                  （１）海洋活動 

                  ・大型カヌーの漕艇活動を通して，協力することの大
 切さや，海のすばらしさ・楽しさ等を知り海につい
 ての理解を深める。 

 また，海上で箱メガネで海中を観察したり，上陸して 

                         磯遊びをしたりして海に親しむ。 

 

（２）追跡ハイキング 

 ・海辺での自然の関わり合いを体験しながら，地図を 

  たよりに，友達と楽しく活動しながら，協力性・責 

任感等の社会的態度を育てる。 

 

（３）魚釣り 

 ・魚釣りを通して，海の素晴らしさや神秘性を知り， 

  海辺での自然との関わり合いを体験し，生物の命に 

  感謝する態度を育てる。 

 

                                        

（４）海の素材を使ったクラフト 

 ・貝，石，海藻等，身近な海の素材を使って作品を 

  情操を育む。 

                             ※石と貝の壁飾り，シェルキャンドル，海藻絵葉書 

 

（５）その他の活動 

   ・野外炊飯 ・河川活動 ・キャンプファイア ・きもだめし ・磯の生物観察 

   ・海水浴 ・テント生活 ・縄文土器作り他 

 
２ 主催事業で 

（１）海洋チャレンジプログラム（離島体験・海洋活動・磯の観察・塩作り等）       

 ・舳倉島での離島体験を通して，石川県の海の素晴ら 

 しさを知る。 

                             舳倉島では島の人たちからお話を聞いたり，スタ 

                              ンプラリーで島内をめぐったりして，島の生活や  

 自然，環境等について理解を深める。 

                           ※対象 小学校5年～中学校3年 

 

（２）ファミリーチャレンジ 

 ・家族で海に親しむ活動をすることによって，家族の 

  絆を深める。 

  ※海で遊ぼうPart1・Part２ 

   釣り名人は君だPart１・Part２等 

（３）その他 

 ・オールシーズンチャレンジ（春・夏・秋・冬の4回） 

  磯の観察，星の観察，海水浴，海洋活動，魚釣り，野外炊飯等 

・国内交流研修～能登っ子熱海っ子のつどい～  

  （熱海で 富士登山等 能登で 海洋活動・塩作り体験等） 
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発表5. 小木小学校における海洋教育 

中田晴夫 

能登町立小木小学校 

 

概要：教育目標の1つに「地域の人材及び自然環境を活用した教育活動を展開することにより、地域活性

化の一翼を担う」を掲げ、日本海側有数の漁業基地・イカの水揚げ量が日本海側で一番多い「イカ

の町」であることを教育活動に組み入れることにより、小木への誇りと愛着を育むことをねらいと

している。 

 

「海に親しむ」 

 (1) 海辺のゴミを拾おう 

      ・小中合同ボランティア活動 

(2) 海の絵を描こう 

   ・校内写生大会 5年生 

(3) 海に関する施設を見学しよう 

   ・3年生 総合的な学習の時間「深層水施設見学」「小木漁業協同組合訪問」 

     ・4年生 総合的な学習の時間「深層水施設見学」 

(4) 船に乗ろう 

    ・6年生 「イカす会」での白山丸乗船、5年生 イカ釣り船見学 

 

「海を知る」 

(1) 人々が受け継いできた海に関する文化財や年中行事 

   ・3年生 総合的な学習の時間「伴旗祭りを調べよう」 

(2) 津波や高潮などの自然災害から暮らしを守る。 

    ・津波対応避難訓練 

・着衣水泳(海上保安署) 

 

「海を守る」 

(1) 生活排水やゴミの捨て方などが，海辺の生き物や海洋環境に影響を与えていること 

   ・6年生 環境保全教室(海上保安署) 

 

「海を利用する」 

 (1) 海辺の行事に参加しよう 

      ・イカ釣り船団見送り  

(2) 地域にある水産業について調べよう 

    ・5年生 「イカす会」での「イカについての授業」 

       ・ファミリー学級「親子でイカ飯づくり」 
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発表6. 三浦市における海洋教育の取り組み 

～学校と地域と教育委員会との協働による海洋教育の推進～ 

及川圭介 

三浦市教育委員会 

 

1. はじめに ・・・海洋教育の魅力 

地域の自然・歴史・文化・産業等について海洋教育をキーワードに様々な視点から学ぶことができ

る総合的・発展的な学習 

 郷土を愛し、郷土に誇りを持てる子どもを育むことができます 

 

2. 海洋教育を「やる気」にさせる環境づくり 

 新たな取り組みである海洋教育を学校教育活動として取り入れてもらうためには、校長・教

職員・子どもたちにその魅力や楽しさを伝え、「やってみたい気持ち」にさせることが必要 

・校長研修会の開催 ・全教職員対象の海洋教育講演会 ・教員研修会の開催 

・磯の観察、校外学習の実施 ・海洋教育写真コンテストの実施 

 

3. 継続的に取り組むための組織づくり 

 実践を積み上げ、継続的に取り組んでいくための推進組織を構築 

・三浦市学校教育研究会に「海洋教育部会」を新設 ・「海洋教育推進担当」の明確化 

 

4. 学校・教員を支援する体制づくり 

 情報を提供・共有し、推進の道筋を示し、学校の負担感を軽減する工夫 

・モデル校の設置 ・地域密着型海洋教育教材開発委員会」の設置 

・「みうら学」との関連づけ ・「海洋教育全体計画」の作成 

 

5. 地域と連携した発展的な取組 「三浦真珠海洋教育促進プロジェクト」 

 三浦真珠の復活を基盤として関係機関が連携・協力し、学校だけではできないような発展的

な体験学習を計画中 

・地域の歴史、環境、産業を体験的に学習プログラム ・子どもが核入れした真珠を胸に卒業 

 

6. 繋がり合い、深め合いながら 海洋教育をみんなで楽しみましょう 
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発表要旨 

中高生研究発表 
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HO-01 メダカの追随行動  

〇善端大貴・〇前 千尋・〇松井健悟 

石川県立七尾高等学校2年 

メダカは水流により流されてしまわないように、まわりの景色が移動するとその景色に

あわせて泳ぐ追随行動を示す。本研究では、簡単な装置を用いてメダカのまわりの景色

を回し、追随行動の様子を観察した。色の違いまたは濃淡の違いのどちらを認識してい

るのかを調べ、メダカが見分けることのできる色を推測した。組合せた色、濃淡、模様

の違いなどから追随行動と自然環境との関係を探りたい。 

 

HO-02 スカシカシパンの潜行行動における砂の動き 

〇前田皐介1・伊藤康烈 1・栗林和輝1・北野ひかる1・加藤麻衣1・前田記里1・ 

小林凌雅1・橋本輝己2  

1福井県立鯖江高等学校・2生物クラブ 

昨年度、本校はスカシカシパンの穴を塞ぐ方法によって、すかし孔が潜行行動の約８

割に当たる機能を分担していると報告した。しかし昨年の観察は、機能低下から間接的

に貢献度を算出したものであり、むしろ行動を直接記録する必要があるのではないかと

考えた。そこで本研究では、すかし孔に処理を加えることなく自然な姿を観察し記録す

ることに努めた。特に移動する砂量を分析した結果、すかし孔の貢献度は、約５割であ

るとの修正結果を提示する。 

 

HO-03 自然豊かな能登半島 底延縄に挑戦 

〇尾谷知宥・○藤田 集・○山本瞬斗 

石川県立能登高等学校 

能登半島の延縄漁師で年間収入が１０００万円を超える漁師がいると聞き、その漁法

がどのようなものか興味が湧き、その実態について調査することにした。実際に松波漁

協の延縄漁師と会い、水揚げされた魚種と魚価を調べ、どのくらいの漁獲があれば１０

００万円を超えるか調査した。また、漁具や餌、投縄・揚げ縄等を詳しく聞き、授業で

延縄を製作して宇出津沖の海で試験操業を行った。結果は４８本針で２回挑戦し４匹の

釣果があった。時間帯を魚の活性時に合わせば１０００万円の収益は可能であることが

分かった。 

 

HO-04 ゼブラフィッシュの学習行動の習得について 

〇福山真菜 

福井県立高志高等学校２年 

ゼブラフィッシュは、コイ目コイ科ラスボラ亜科に属するインド原産の淡水魚である。

脊椎動物の発生機構を解析するためのモデルとして用いられるだけでなく、近年は脊椎

動物の記憶や行動などの神経活動を解析するモデルとしても注目されている。本研究で

はゼブラフィッシュの記憶の成立期間に着目し、給餌と同時に音による古典的条件付け

を行うことにより、報償に対する記憶の成立に要する時間の推定を試みた。 
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HO-05 ネコギギの個体識別から分かること－鈴鹿川水系の環境調査ⅩⅡ－ 

〇佐藤晴海 1・伊藤 敦 1・野呂勇希 1・山田一輝 1・後藤拓真 1・山本晃輔 1・       

西飯信一郎2・安田拓真 2 

1鈴鹿高等学校自然科学部、2鈴鹿高等学校自然科学部問 

2008年に発見したネコギギの高密度生息地（区間１）においてモニタリングを続けて

おり、2012年からは採集されたネコギギの全てに個体識別をしてきた。個体識別により、

各個体の標準体長の変化が分かり，Jolly-sever 法による個体数推定も可能となった。下

流側の区間６では 2013 年に初めて多くのネコギギ当歳魚が見られ、2014年は無事に１

歳魚に成長していた。 

 

HO-06 セミの羽化に関わる条件について 

〇上野寛生・手塚大貴・石坂祐希・横尾海星・岩崎凌吾・磯 雄翔 

富山県立富山中部高等学校・SS生物部 

富山市内の公園で、セミの抜け殻の数を毎朝調査し、日毎の抜け殻数の差異と気候的

条件との関連を調査した。その結果、セミの羽化が多くおこなわれているのは、前日の

18:00 頃に気温が高い時であることが示唆された。特にその時間帯に 30℃を超えると、

翌日の羽化数はピークを示すこともわかった。 

 

HO-07 里山に生きる動物の命 

時長克也・持平拓朗・吉田拓矢・白坂香織・○西原亜衣・○矢鋪愛海 

石川県立飯田高等学校 

本校は、山に囲まれていて自然が身近に感じられる場所にある。最近、動物が車には

ねられて死んでいるのを通学途中で見かけることが多くなってきた。そこで、動物の交

通事故の記録をもとに里山に生きる動物たちの生態を調べ、何を求めて山から下りてく

るのかを考察した。数多くの動物たちが道路に出てくるのは冬季に散布される道路融雪

剤にその原因があるのではないかという仮説をたて、事故現場付近の残留塩化物イオン

の分析を行った。 

 

HO-08 海底湧水と生物の関係 ～研究Ⅰ 貝類と珪藻類の研究～ 

〇吉村悠希・竹村大輔・新田美優・松宮菜々子 

福井県立若狭高等学校 

福井県小浜湾は貝類や甲殻類の水揚げが減少している。一方、海底湧水の存在が確認

され、海洋環境の維持との関係が推測されている。そこで海底湧水と生物の関係を証明

するために、海底湧水の実験装置を作成し、海底湧水と珪藻類の関係を明らかにすると

ともにアサリ、牡蠣を用いた飼育実験を行った。研究の結果、海底湧水と珪藻類の増殖

には相関関係が見られた。 
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JP-01 アリジゴクの「巣穴」について 

〇濱出大樹・〇新田恵佑・〇米澤 優 

珠洲市立宝立中学校 

アリジゴクの巣穴はどのようなつくりになっているのかを，巣穴の大きさや深さ，個

体の大きさなどを測定し，個体の大きさや巣穴の中にいる向きによって，大きさや形が

違うことを発見した。また，えさにどのように反応するのか調べるために，死んだアリ

を与えたり振動を与えたりして何に反応するのかを調べ，振動によって反応することや

種によって，日当たりのよいところを好む種と縁の下などの日陰を好む種があることを

見つけた。 

 

JP-02 烏賊の解剖  

〇畑中 雛・〇干場麻衣・〇山根紗希 

能登町立柳田中学校２年 

理科の無脊椎動物の授業で学習したイカに興味をもち、より詳しく調べた。イカが海

の中で何を捕らえてどんな生活をしているのか予想した上で実際にイカの外部形態を観

察し、体の特徴をつかみ解剖を行った。解剖からは、心臓やえらの確認と消化器官を中

心に観察を行い、イカがどのように食物をとりこんでいるのかを考えた。また、イカが

その獲物をどのように捕らえているのかを外部形態の特徴から推察した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



23 

 

 

 

 

日本動物学会中部支部大会 本大会 

プログラム 
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●プレゼンテーションについて 

 

講演のプレゼンテーションについて 

・ 学生口演、一般口演、シンポジウム発表者は、発表で用いるPower Pointファイルを

作成し、USBメモリーに入れてご持参下さい。原則的にUSBのデータを共通のPC

に移して使用していただきます。 

Mac使用や動画再生などの理由でご自分のPCを使用したい方は、大会事務局

（shozoogiso@se.kanazawa-u.ac.jp）までご連絡をお願いします。 

 

・ 学生口演の方は、 午前の部の方は8:50まで、学生口演の午後の部の方と一般口演の

方は14:30までにデータを移すようお願いします。 

 

・ シンポジウムの発表は、25分を目安にお願いいたします。 

 

・ 学生及び一般口演発表は、発表12分、質疑応答3分の15分間です。 

 

・ ポスター発表：「ホテルのときんぷら」２階の小研修室で行います。ポスターボード

の大きさは、縦180cm、横120cmです。なお、ポスター番号を左隅にあらかじめ貼

っておきます。ポスターボードへの貼り出しは、23日のポスター発表開始時（16時

40分）までに、お済ませ下さい。ボードは、前日より会場に準備いたします。 

ポスター発表は、偶数番号が16:40～17:20、奇数番号が17:20～18:00となっていま

す。 
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●会場案内① 

11月22日（土）18:00～ 若手研究者のナイトセッション 

金沢大学 臨海実験施設 

〒927-0553 鳳珠郡能登町小木ム4-1 

TEL：0768-74-1151 

 

アクセス方法 

＜バスをご利用の場合＞ 

JR金沢駅から、北陸鉄道バス・宇出津真脇（うしつまわき）特急へ乗車。バス停「九

十九湾（つくもわん）」で下車。所要時間２時間4０分。運賃2,580円。 

（北陸鉄道ホームページhttp://www.hokutetsu.co.jp/bus/noto/ushitsu4-1.html） 

 

＜自動車をご利用の場合＞ 

北陸自動車道金沢東または西インターで降り、国道８号線からのと里山海道に乗り換

え、能登空港I.C.（終点）まで約１時間３０分。能登空港I.C.信号を右折し、広域農道（珠

洲道路）を通って宇出津（うしつ）方面へ。宇出津から海岸線（県道）を走って約１５

分。所要時間２時間３０分。 

 

 

  

http://www.hokutetsu.co.jp/bus/noto/ushitsu4-1.html


27 

 

会場案内つづき（若手研究者のナイトセッション） 
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●会場案内② 

11月23日（日）8:30～ 中部支部大会 本大会 

（シンポジウム、基調講演、学生・一般発表、懇親会） 

ホテルのときんぷら 

〒927-0552 石川県鳳珠郡能登町字越坂11-51 

TEL.0768-74-0051（代） FAX.0768-74-1370 

 

アクセス方法 
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会場案内②つづき（中部支部会 本大会） 

 

①受付：2F廊下 

②学生・一般口演、基調講演、シンポジウム：2F大研修室 

③ポスター発表：2F小研修室 

④懇親会：もちのき亭 
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平成26年度 日本動物学会中部支部大会 能登大会・プログラム 

 

〇11月22日（土曜日） 若手研究者のナイトセッション 
（金沢大学 臨海実験施設） 

 

● 18:00～18:50 若手講演（実験棟、講義室） 

若手講演1 今道力敬（福井大学） 

「哺乳類卵巣における11-ケトテストステロンの合成とその役割」 

 

若手講演2 木矢剛智（金沢大学） 

「昆虫の生得的行動の神経基盤：活動依存的な神経回路可視化法の開発によるアプローチ」 

 

● 19:00～21:00 夕食会（宿泊棟食堂） 

 

 

 

〇11月23日（日曜日）中部支部大会 本大会 （ホテルのときんぷら） 

 

● 8:30～  受付・ポスター貼り出し 

 

● 8:55～9:00 開会式（大会委員長挨拶：鈴木信雄）（大研修室） 

 

● 9:00～10:35 学生口演（15分X 6題） 

  座長：浅見崇比呂（信州大学）、前川清人（富山大学）（大研修室） 

学生口演 O-01 ○上西篤志1・丸山雄介2・中野真樹2・松本謙一郎3・大森克徳4・田渕圭章5・ 

  和田重人5・近藤 隆5・遠藤雅人6・北村敬一郎1・早川和一1・関口俊男1・ 

  服部淳彦2・鈴木信雄1（1金沢大学、2東京医科歯科大学、3放医研、4亜細亜大学、 

  5富山大学、6東京海洋大学） 

  「骨モデル（魚のウロコ）に対する放射線の影響解析」 

 

学生口演 O-02 ○佐藤雅之1・表 俊樹1・早川和一1・Hossam Nassar1・関口俊男1・田渕圭章2・ 

  服部淳彦3・鈴木信雄1（1金沢大学、2富山大学、3東京医科歯科大学） 

  「重油汚染海水の魚の骨芽細胞及び破骨細胞に対する影響評価」 
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学生口演 O-03  ○半本泰三1・古澤之裕2・矢野幸子3・田渕圭章2・近藤 隆2・池亀美華4・ 

  北村敬一郎1・関口俊男1・和田重人2・高垣裕子4・服部淳彦5・鈴木信雄1 

  （1金沢大学、2富山大学、3JAXA、4岡山大学、5東京医科歯科大学） 

  「骨モデル（魚のウロコ）を用いた超音波の骨芽細胞及び破骨細胞に対する応答」 

 

● 9:45～9:50休憩 

 

学生口演 O-04 ○新美伊代・山口正晃（金沢大学・自然システム） 

  「ヨツアナカシパン成体原基形成における胚葉間相互作用の解析」 

 

学生口演 O-05  ○倉田 歩1・藤原亜希子2,3・前川清人1・土`田 努2 

  （1富山大学・院・理工、2富山大学・先端、3日本学術振興会PD） 

  「タバココナジラミ菌細胞は、体細胞とは異なるゲノム組成をもつ!?」 

 

学生口演 O-06  ○井上享也1・矢口 甫1・佐々木 謙2・前川清人1 

  （ 1富山大学・理工、2玉川大学・農） 

  「ドーパミンはネバダオオシロアリの職蟻の行動を制御することで兵隊分化に影響 

   を及ぼす」 

 

● 10:35～10:50 休憩 

● 10:50～12:30 シンポジウム「海産無脊椎動物研究の最前線」（25分X 4題） 

座長：鈴木信雄（金沢大学）、和田修一（長浜バイオ大学）（大研修室） 

講演1：河邉真也（福井大学） 

「潮間帯を生き抜くマガキの空気曝露耐性機構」 

 

講演2：和田修一（長浜バイオ大学） 

「動物のストレス応答メカニズムの多様性」 

 

講演3：濱田麻友子（沖縄科学技術大学院大学） 

「ゲノムから見た刺胞動物‐藻類共生システム」 

 

講演4：関口俊男（金沢大学） 

「カルシウム調節ホルモンの分子進化」  
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● 12:30～13:30 昼食（食堂） 

 

● 13:30～14:30 基調講演 座長：関口俊男（金沢大学） 

 佐藤矩行（沖縄科学技術大学院大学） 

 「動物の分類体系を考え直す：ゲノム科学・発生進化学の立場から」 

 

● 14:30～14:50 休憩 

 

● 14:50～16:25 学生口演（15分X 1題）と一般口演（15分X 4題） 

座長：松田恒平（富山大学）、関口俊男（金沢大学） 

 

学生口演 O-07 ○吉田秀紀・濵﨑省吾・岩渕万里・大隅圭太 

 （名古屋大学大学院・理学研究科・生命理学専攻） 

  「アフリカツメガエル初期胚における損傷乗り越えDNA合成（TLS）の制御」 

 

一般口演 O-08  ○今野紀文・今江春香・内山 実・中町智哉・松田恒平 

  （富山大学・院・理工・生体制御） 

  「ウロテンシンⅡによる軟骨基質形成の可能性」 

 

一般口演 O-09  ○前川清人・斉木亮太・矢口 甫・増岡裕大（富山大学・院・理工） 

  「シロアリにおけるカースト分化の分子基盤：重要遺伝子の発現と機能」 

 

● 15:35～15:40 休憩 

 

一般口演 O-10 ○水谷哲也・河邉真也・石兼 真・今道力敬・宮本 薫 

 （福井大学・医学部・分子生体情報学領域、福井大学・ライフサイエンス機構） 

 「SF-1とC/EBPβによるステロイドホルモン産生調節機構」 

 

一般口演 O-11 清水駿介1・中町智哉1・今野紀文1・〇松田恒平1,2 

 （1富山大学・院・理工・生体制御、2富山大学・院・生命理工・生体情報） 

 「ウシガエル幼生におけるオレキシンAの摂食亢進作用」 
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一般口演 O-12  ○谷内口孝治1・関口俊男1・中野真樹2・服部淳彦2・山元 恵3・田渕圭章4・ 

  近藤 隆4・北村敬一郎1・早川和一1・鈴木信雄1 

 （1金沢大学、2東京医科歯科大学、3国立水俣病総合センター、4富山大学） 

「無機水銀及びメチル水銀の骨芽・破骨細胞に対する作用： 

  メジナのウロコを用いた解析」 

 

● 16:25～16:40 休憩 

 

● 16:40～18:00 ポスター発表（小研修室） 

  偶数番号：16:40～17:20 

  奇数番号：17:20～18:00 

 

● 18:00～18:30 総会（大研修室） 

 

● 19:00～21:00 懇親会（ホテルのときんぷら もちのき亭） 
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ポスター発表（発表者・タイトル） 

 

学生ポスター発表 

 

P-01 ○松岡里沙 1・関 あずさ2・高垣裕子 3・関口俊男 1・矢野幸子 4・染井正徳 1・服部淳彦 5・     

鈴木信雄1（1金沢大学、2ハムリー（株）、3神奈川歯科大学、4JAXA、5東京医科歯科大学） 

 「新規メラトニン誘導体の卵巣摘出老齢ラットの骨強度に対する作用」 

 

P-02  ○谷口詩穂1 ・小笠原道生2・佐竹 炎3・鈴木信雄1・関口俊男1 

（1金沢大学・臨海、2千葉大学・院・融合、 3サントリー生命科学財団） 

「カタユウレイボヤにおけるcioninおよび受容体の発現解析」 

 

P-03 ○袴田千佳（金沢大学・理工・自然システム 生物） 

  「Hr38結合サイトNBREとCre-loxPシステムを利用した、カイコガにおける 

性フェロモン情報を処理する神経回路の可視化」 

 

P-04  ○東北考史1・矢口 甫2・C. A. Nalepa3・前川清人2 

（1富山大学・理、2富山大学・院・理工、3Dept of Entomology, North Carolina State University） 

「SSR解析により示されたキゴキブリCryptocercus punctulatusのつがい外交尾の可能性」 

 

P-05 ○村山 椋1・山口雅裕2 

（1鈴鹿高専・応用物質工学専攻、2鈴鹿高専・生物応用化学） 

「分散能力の違う幼生期を持つ近縁種における遺伝的構造の比較」 

 

P-06  ○山川菜摘1・山口雅裕2 

（1鈴鹿高専・応用物質工学専攻、2鈴鹿高専・生物応用化学） 

「両生類変態期におけるグロビンパターンの解析」 

 

P-07 ○堀内 秀・山口雅裕（鈴鹿高専・生物応用化学） 

「アフリカツメガエル変態期におけるエリスロポエチン受容体の発現解析」 

 

P-08 ○山田裕果（金沢大学・理工・自然システム・生物） 

「カイコガHr38のジーンターゲティングによる性フェロモン情報を処理する神経回路の 

可視化と操作」 
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P-09 ○箕口昌杜（金沢大学・理工・自然システム・生物） 

 「初期応答遺伝子Hr38はショウジョウバエの長期記憶において重要な役割を果たす」 

 

P-10 ○佐藤優希（金沢大学・理工・自然システム・生物） 

「Dhr38を用いたキイロショウジョウバエの神経活動の可視化と定量化」 

 

P-11 ○原 千穂（金沢大・理工・自然システム・生物） 

「新規な初期応答遺伝子Hr38の活動依存的発現を利用した、カイコガの脳において 

性フェロモンに応答する神経回路の可視化法の開発」 

 

P-12 ○山本 樹1・池亀美華2・田渕圭章3・矢野幸子4・遠藤雅人5・近藤 隆3・北村敬一郎1・ 

関口俊男1・服部淳彦6・鈴木信雄1 （1金沢大学、2岡山大学、3富山大学、4JAXA、 

5東京海洋大学、6東京医科歯科大学） 

「破骨細胞及び骨芽細胞の重力応答：骨モデル（ウロコ）を用いた解析」 

 

P-13 ○桶作若菜1・安藤 忠2・南 敬生1・鈴木信雄1・服部淳彦3・北村敬一郎1 

   （1金沢大学、2（独）水産総合研究センター・西海区水研、3東京医科歯科大学） 

「アロキサン誘発糖尿病状態キンギョにおける糖化ウロココラーゲンの架橋解析： 

in vivoおよびin vitro解析」 

 

P-14  ○四元優太郎1・山本和俊2 ・菊山 榮2,3 ・岡田令子1 

（1静岡大学・院理・生物、 2早稲田大学・教育総合科学、 3東邦大学・理・生物) 

 「ウシガエル下垂体前葉におけるPOMC mRNAの発現に及ぼすAVTの影響」 

 

P-15  ○加瀬陽一1・鈴木信雄1 

（1金沢大学・臨海） 

「メダカのブロックマン小体に存在するカルシトニン様物質」 

 

P-16 ○柴田侑毅1、嘉手苅 将2、常盤俊大2、宇根有美2、鈴木雅一1 

 （1静岡大学・創造科学技術大学院・バイオサイエンス、2麻布大学・獣医） 

「カエルツボカビ（Batrachochytrium dendrobatidis）が無尾両生類の皮膚を介した水透過

性に与える影響」 
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一般ポスター発表 

 

P-17 ○小木曽正造・又多政博・関口俊男・鎌内宏光・鈴木信雄 

 （金沢大学・臨海） 

 「能登半島九十九湾におけるマシコヒゲムシ個体群の生息域と生息密度」 

 

P-18  ○南部久男１・山田 格2・青柳 彰3 

 （１富山市科学博物館・２国立科学博物館・3長岡市寺泊水族博物館） 

 「日本海のコククジラEschrichtius robustusの回遊ルート」 

 

P-19  ○鈴木信雄1・服部淳彦2・高橋明義3 

 （1金沢大学・臨海、2東京医科歯科大学・教養、3北里大学・水産） 

 「魚類のカルシウム代謝に対する黒色素胞刺激ホルモンの影響」 
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発表要旨 

若手研究者のナイトセッション 
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若手講演1. 

哺乳類卵巣における11-ケトテストステロンの合成とその役割 

 

○今道力敬1・矢澤隆志 2・宮本 薫1  

1福井大学・医学部・分子生体情報学、2旭川医科大学・生化学 

 

我々は、骨髄由来の間葉系幹細胞に転写因子steroidogenic factor-1(SF-1)を導入するこ

とにより、ステロイド産生細胞へと分化させることに成功している。この分化系を用い

ることで、新規ステロイド合成因子の探索やその転写メカニズムを明らかにしてきた。

このうち、本発表では、幹細胞分化系を用いることで見出された、哺乳類における11-ケ

トテストステロン（11-KT）合成経路について報告する。 

11-KT は、魚類特有のアンドロゲンとして発見され、精巣において精子形成を促進す

ることが明らかとなっている。魚類において11-KTは、steroid 11 -hydroxylase（Cyp11b）

および11-hydroxysteroid dehydrogenase 2（Hsd11b2）によって、テストステロンか

ら合成される。一方、哺乳類において、Cyp11b1 は副腎に特異的に発現し、グルココル

チコイドを合成する酵素として、またHsd11b2は腎臓に発現しコルチゾールを不活性化

する酵素として知られている。 

我々は、マウス骨髄由来間葉系幹細胞から分化誘導した精巣Leydig細胞様のステロイ

ド産生細胞において、Cyp11b1が発現することを見出した。そこで、マウス生殖腺にお

ける発現を検討したところ、Cyp11b1のみならずHsd11b2が発現していることが明らか

になった。マウス生殖腺でのCyp11b1の発現はLH刺激によって誘導され、それに伴い、

血中11-KT量の増加が認められた。また、雄マウス血中には雌マウスの数十倍のテスト

ステロンが存在するのに対し、11-KT濃度には雌雄差を認めなかった。これは、Hsd11b2

が卵巣において優位に発現しており、11-KTが卵巣で盛んに合成されるためと考えられ

た。この傾向は、ヒトにおいても同様であり、男性血中のテストステロンは女性の10倍

以上存在するのに対し、11-KT濃度には男女間で差を認めなかった。さらに、アロマタ

ーゼを発現するヒト乳癌由来MCF-7細胞を用いたレポーターアッセイにより、11-KTの

機能を検討したところ、テストステロンはMCF-7細胞のエストロゲン受容体を活性化し

たが、11-KTにはエストロゲン受容体の活性化能を全く認めなかった。また、エストロ

ゲン依存的なMCF-7細胞の増殖は、テストステロンにより促進されたが、11-KTによっ

ては変化しなかった。以上の結果より、11-KTがヒト生殖腺においても合成され、特に

女性においてはエストロゲンへ変換されないアンドロゲンとして機能することが示唆さ

れた。 

  



41 

 

若手講演2. 

昆虫の生得的行動の神経基盤：活動依存的な神経回路可視化法の開発によるアプロ

ーチ 

 

木矢剛智 

金沢大学・理工学域 

 

昆虫は様々な魅力的な本能行動を示すにも関わらず、その神経基盤については不明な

点が多く残されている。その大きな原因として、昆虫全般に用いることができ、行動と

神経回路の関係を明らかにする方法が、確立されていなかったことが挙げられる。我々

は神経活動に伴って発現量が増加する遺伝子（初期応答遺伝子）を利用することにより、

本能行動と神経回路の関係を明らかにする手法の開発を行ってきた。まず、性フェロモ

ンで刺激したオスのカイコガの脳より、新規な初期応答遺伝子としてHr38を同定した。

次に脳の連続切片を作成し、性フェロモンへの応答を示す神経細胞の脳内分布を詳細に

明らかにした。これは昆虫の脳で、性フェロモンに応答する神経活動を包括的に明らか

にした初めての例である。次にHr38は幅広い昆虫種で高度に保存された遺伝子であった

ことから、ショウジョウバエ及びミツバチを用いて神経活動依存的な発現量増加が起こ

るかを調べ、これらの昆虫においてもHr38は神経活動のマーカーとして有用であること

を見出した。ショウジョウバエでは、断頭したメス（性フェロモン源）でオスを刺激し

た場合、触角葉・キノコ体・視葉などの様々な領域においてHr38が発現した。このHr38

の発現は、触角や前足を介した化学感覚受容に依存することを触角や前足の除去といっ

た外科的手法と嗅覚受容体変異個体を用いた遺伝学的手法によって確認した。またHr38

を発現する細胞の一部は、神経系の性決定遺伝子である fruitless 陽性細胞でもあった。

ミツバチにおいては、採餌行動を示す働き蜂の脳において、キノコ体の一部の部域（小

型ケニヨン細胞）で選択的に神経活動が高まっていることを確認した。 

さらに現在はショウジョウバエとカイコガの遺伝学的手法を駆使し、Hr38の転写活性

を利用した活動依存的な神経細胞ラベリング法の確立を試みている。これまでに、Hr38

の転写開始点付近にGAL4が挿入されたショウジョウバエ系統を作成し、活動の起こっ

た神経細胞をGFPでラベル出来る手法を確立した。また、まだ改善の余地があるものの、

性フェロモンに反応した細胞をGFPで検出することの出来る遺伝子組換えカイコガの作

製にも成功している。本研究は昆虫で保存された初期応答遺伝子を同定した初めての例

であり、Hr38を用いた神経活動の検出法は、今後、様々な昆虫が示す興味深い本能行動

を研究する上で強力なツールになると期待される。 
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43 

 

 

 

 

発表要旨 

シンポジウム 
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講演1：潮間帯を生き抜くマガキの空気曝露耐性機構 

 

○河邉真也1・横山芳博 2 

1福井大学・医、2福井県立大学・海洋生資 

 

マガキCrassostrea gigasは潮間帯に生息する固着性二枚貝類であり、他の多くの水棲

生物と比べて様々な環境ストレスに強い耐性を示す。その中でも特に低酸素状態に陥る

空気曝露に対して強い耐性を示すことが知られている。これは、潮間帯に生息する固着

性二枚貝類が遺伝的に獲得してきた能力であり、乳酸を解糖系の最終代謝産物とする脊

椎動物とは異なり、オピン類、コハク酸、プロピオン酸などを産生し、嫌気的条件下で

効率良くエネルギーを得ている為であると考えられている。しかし、解糖系に伴うpHの

低下により乱れた細胞内環境で如何にして貝類が長期生存を可能にしているのか、また、

低酸素センサーの本体は何であるのか、その分子機構の多くは不明である。 

そこで、これまで貝類において極めて知見の少なかった低酸素誘導性転写因子HIF-1α

および熱ショック転写因子HSF1に着目し、マガキにおいてこれらの一次構造を cDNA

クローニングによって明らかにした。さらに発現解析の結果、転写因子 HIF-1α および

HSF1 は、空気曝露ストレスによって誘導されることが明らかとなった。マガキ HSF1

には、選択的スプライシングにより合計 8 種類ものバリアントが存在し、空気曝露への

応答様式は各種バリアントにより異なることも明らかとなった。各々のバリアントは、

機能モチーフの構造が異なることから、遺伝子発現制御において異なる役割を担うと考

えられた。HSF1の標的として知られる分子シャペロンHSP70の発現は、空気曝露に伴

ったHSF1の発現誘導後に顕著にmRNA レベルで増強していた。また、マガキHSF1

のゲノムDNAをクローニングした結果、HSF1転写開始点近傍にはHIF-1結合領域が

認められた。これらの結果から、マガキは低酸素センサーである HIF-1 を起点に 8 種

HSF1 を介して各種分子シャペロンを誘導し、空気曝露ストレスによって乱れた細胞内

環境を修復していると考えられる。 
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講演2：動物のストレス応答メカニズムの多様性 

 

和田修一 

長浜バイオ大学・バイオサイエンス 

 

周囲の環境からの外的な刺激（ストレッサー）を生体が受けると、それに抵抗するた

めの反応（ストレス応答）が引き起こされる。これまでに、動物のストレス応答について

は、哺乳類、ショウジョウバエ、線虫などを主な対象として活発な研究が行われ、熱スト

レス、小胞体ストレス、低酸素ストレス、酸化ストレスなどに対する応答のメカニズムが

明らかにされてきた。これにより、各種のストレス応答に伴う転写調節機構やそれにより

誘導される因子が多くの動物に共通していることが明らかとなってきた。 

一方、動物が示す形態、生理、生態、行動などにおける多様性を考慮すると、ストレ

ス応答メカニズムにも多様性が存在すると考えられる。これまでも、ストレス状態におけ

る代謝経路の変化の多様性を調べる生化学的・生理学的研究は行われてきたが、ゲノムや

トランスクリプトームなどの網羅的な遺伝情報が広範囲の動物について利用可能となっ

てきた現在では、ストレス応答の多様性について新たな知見を得ることが可能となりつつ

ある。そこで我々は、動物におけるストレス応答メカニズムの多様性を明らかにすること

を目指して研究を行っている。本講演では、我々が明らかにした多様性の例を 2 つ紹介

する。 

1つ目の例は、低酸素ストレス応答メカニズムの多様性である。動物が低酸素に曝され

ると、HIF1経路と呼ばれる転写調節機構が働くことで低酸素への抵抗に必要な遺伝子群

の転写を活性化することがわかっている。この経路の因子はこれまでに板形動物門、刺胞

動物門、新口動物の棘皮動物門、脊索動物門、脱皮動物の節足動物門、線形動物門、冠輪

動物の軟体動物門で保存されていることが示されてきた。これに対して、我々は扁形動物

門の 1 種であり琵琶湖の固有種であるビワオオウズムシのトランスクリプトーム解析を

きっかけに、HIF1経路の因子が扁形動物門および近縁の動物門で失われていることを見

いだした。すなわち、動物には低酸素ストレス応答に HIF1 経路を用いるものと用いな

いものがいることが明らかとなった。 

2つ目の例は、熱ストレス応答へのUSPA（Universal Stress Protein A）ファミリー

遺伝子の関与の多様性である。USPA ファミリー遺伝子は、古細菌、真正細菌、真核生

物の 3 大ドメインで保存された遺伝子群で、古細菌、真正細菌、植物において熱ストレ

スにより発現誘導されることがこれまでに示されてきた。また最近になって、動物におい

ては海綿動物門、刺胞動物門、冠輪動物、脊索動物門のホヤ綱にこのファミリーの遺伝子

が存在するが、脱皮動物、ホヤ綱以外の新口動物には存在しないことが示された。そこで

我々は、ホヤ、刺胞動物門のヒドラ、扁形動物門のプラナリアについてUSPAファミリ

ー遺伝子の熱ストレス応答性を調べ、これらの動物においてUSPAファミリー遺伝子が

熱ストレスにより誘導されることを発見した。これにより、動物には熱ストレス応答に

USPAファミリー遺伝子を利用するものと利用しないものがいることが明らかとなった。 
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講演3：ゲノムから見た刺胞動物‐藻類共生システム 

 

濱田麻友子 

沖縄科学技術大学院大学・マリンゲノミックスユニット 

 

動物と藻類の共生は様々な生物において頻繁に見られる普遍的現象であり、協調的な

生命活動により、栄養や生活環境の点で互いの生存に有利に働くような依存関係を築い

ている。特にサンゴ、ヒドラ、クラゲ、イソギンチャクなど刺胞動物では、このような

藻類との相利関係はしばしば観察される。共生という現象は古くから人々の興味をひい

てきたが、近年のゲノム解析技術の発展によって新たな側面からのアプローチが可能と

なった。 

 2011年に本研究グループによって、花虫綱ミドリイシ属のサンゴ、コユビミドリイシ

のゲノム解読が完了した（Shinzato et al., 2011）。この種は沖縄で多く観察され、褐虫藻

を体内に共生させており、白化に弱いことが知られている。ゲノム解析の結果、ミドリ

イシ属において必須アミノ酸システインの合成酵素遺伝子がゲノムから欠損しているこ

とがわかり、褐虫藻からの供給に依存している可能性が示唆された。さらに、自然免疫

系遺伝子が複雑化しており、特に細胞内異物認識受容体として知られるNOD-like受容体

関係遺伝子の数は後生生物の中でも顕著に多かった(Hamada et al., 2013)。また、そのド

メイン構造は複雑化、特殊化しており、サンゴ独自の共生や生体防御などの性質を反映

している可能性がある。 

 ヒドロ虫綱ヒドラ属グリーンヒドラHydra viridissimaは、緑藻類クロレラを共生させ

ている。共生関係の成立時に特異的に発現が変化するヒドラ遺伝子をマイクロアレイ解

析によって探索したところ、窒素代謝に重要であるグルタミン合成酵素やリン酸トラン

スポーターの遺伝子が同定された。また、これらの遺伝子はクロレラの光合成によって

発現上昇が引き起こされることが判明した。窒素、リンは植物にとって必須な栄養素で

あり、ヒドラ―クロレラ間の協調的な相互作用によって、栄養供給が遺伝子レベルで調

節されていると考えられる。また、この共生クロレラのゲノムを解読したところ、窒素

代謝の一部の遺伝子が欠損しており、ヒドラからの窒素源供給に依存することによって

クロレラゲノムからこれらの遺伝子が欠損した可能性が考えられる。 

 以上のように、刺胞動物と藻類の共生システムにおいて、ゲノムには特徴的な遺伝子

欠損や遺伝子重複が見られることが明らかになった。このことは、共生生物間の栄養面

での相互作用や異物認識メカニズムなどの特性や、共生関係の成立に伴って起こった進

化を反映していると考えられる。 

  



47 

 

講演4：カルシウム調節ホルモンの分子進化 

 

関口俊男 

金沢大学・環日本海域環境研究センター・臨海実験施設 

 

脊椎動物において、カルシウムは、筋収縮や心臓拍動など生命活動に必須のミネラルであ

り、その血中濃度は一定に保たれている。このカルシウム調節で重要な役割を果たしている

器官が、カルシウム貯蔵庫である骨である。Calcitonin (CT) は、骨からのカルシウムの放出

を抑え血中のカルシウム濃度を上昇させる活性がある。 

脊椎動物において、CTは大きな遺伝子族（CT family）を構成している。CT familyには、

CTに加え、CT gene-related peptide (CGRP)、adrenomedullin, amylin, CRSP が属し

ている。これらのペプチドの受容体は、CT受容体 (CTR) とCTR-like receptor (CLR) で

ある。2 種類の受容体に対する 5 種類のペプチドのリガンド選択性は、受容体修飾タンパク 

(receptor activity-modifying protein, RAMP) により決定される。さらにRAMPは、CLR

を細胞膜に移行させるエスコートタンパクとしても作用する。このように、脊椎動物において、

CT family を用いたシグナル伝達システムは、ペプチド―受容体―RAMP の組み合わせ

で複雑化していることが分かる。この複雑化は、カルシウム代謝にとどまらず、血管拡張、糖

代謝、神経機能といった CT familyの多機能化の原動力になっていると推測される。私は、

このシステムの起源に興味を持ち脊椎動物に近縁な動物門である原索動物門のカルシトニ

ンについて研究を行った。 

頭索動物亜門、フロリダナメクジウオ（Branchiostoma floridae）を用いCT family をゲノ

ム情報から検索した結果、3種類のCT family ペプチド、1種類の受容体、3種類のRAMP

が存在することを明らかにした。さらにナメクジウオにおける CT family ペプチド、受容体、

RAMP の分子進化について解析した結果、アミノ酸の一次構造及び二次構造において、多

くの点で脊椎動物との共通性を認めた。一方、受容体と RAMP の機能について、リガンド選

択と細胞膜移行活性に焦点をあて解析した結果、脊椎動物とナメクジウオで保存されている

機能と、ナメクジウオに特異的な機能がそれぞれ浮かびあがってきた。 

本講演では、上記の成果を紹介するとともに、脊椎動物の CT family についての知見と

比較することにより、脊椎動物と原索動物の共通祖先におけるCT family システムの起源に

ついて議論したい。 

さらに現在行っている、無脊椎動物から脊椎動物への CT family システムの多様化機構

の研究についても紹介する。 

 



48 

 

  



49 

 

 

 

 

発表要旨 

基調講演 

 

 

  



50 

 

脊索動物の起源と進化、そして新たな分類体系 

 

佐藤矩行 

沖縄科学技術大学院大学・マリンゲノミックスユニット 

 

日本の高校の教科書では、「脊椎動物」についてそれなりのページがさかれ、ホヤ（尾

索動物あるいは被嚢動物）やナメクジウオ（頭索動物）は「原索動物」という脊椎動物

に近い動物として小さく扱われる場合が多い。しかし、一般的な動物分類学では、この

３群は脊索および背側神経管という特徴を共有することから脊索動物門として扱われ、

頭索、尾索、脊椎動物はそれぞれ脊索動物門の中の亜門として体系づけられている。つ

まり、動物はよく脊椎動物（背骨のある動物）と無脊椎動物（背骨のない動物）に分け

られるにも関わらず、動物分類体系では「脊椎動物門」は存在しない。 

私は長年、京都大学において、ホヤの発生の分子メカニズムを多く有能な大学院生と

共に研究を行ってきたが、次第に脊索動物がどのように起源し進化したのかに興味が移

り、この１５年ほどこの問題に取り組んできた。海産無脊椎動物の幼生はウニのプルテ

ウスにしてもヒトデのビピンナリアにしても繊毛を使って遊泳する。しかし、脊索動物

の幼生は所謂オタマジャクシ幼生で、尾の筋肉を使って遊泳する。私は、このオタマジ

ャクシ幼生の出現あるいは発生学的新規性が脊索動物を生み出しもとである、と考えて

いる。この時、頭部に背側神経管ができ、尾部に脊索ができた。 

これまで、成体の形態、発生様式、幼生の形態などをもとに築かれてきた動物の分類

体系は、今、分子系統学的解析によって大きなうねりに直面している。その最も良い例

が、これまで体腔のでき方をもとに議論されてきた旧（前）口動物の分類体系が、分子

系統学的解析によって脱皮動物（節足動物や線形動物）と冠輪動物（環形動物や軟体動

物）に大別されている。一方、これまで比較的うねりの小さかった新（後）口動物も、

分子系統学的解析によって棘皮動物と半索動物が一つの大きな仲間であり（水腔動物群）、

脊索動物群がもう一つの大きな仲間であるということが明白になってきた。だとすると、

新口動物を棘皮、半索、脊索動物という３門で理解するのは妥当ではなく、脊索動物を

水腔動物と同じレベルの上門として、頭索動物、尾索動物、脊椎動物をそれぞれ門とし

て扱うのが妥当ではないか。頭索、尾索、脊椎動物にはそれぞれ門として扱われるべき

きちんとした形質が存在する。 

本講演では、こうした最近の研究の進展を紹介し、議論したい。 
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発表要旨 

口頭発表 

 

  



52 

 

O-01 骨モデル（魚のウロコ）に対する放射線の影響解析 

〇上西篤志1・丸山雄介 2・中野真樹2・松本謙一郎3・大森克徳4・田渕圭章5・ 

和田重人5・近藤 隆5・遠藤雅人6・北村敬一郎1・早川和一1・関口俊男 1・服部淳彦 2・

鈴木信雄1 
1金沢大学、2東京医科歯科大学、3放医研、4亜細亜大学、5富山大学、6東京海洋大学 

重粒子放射線及びＸ線の骨に対する作用をウロコの培養用系を用いて調べ、さらにメ

ラトニンの放射線に対するレスキュー作用についても調べた。重粒子放射線を照射する

と、生細胞の活性が徐々に低下して、64 Gyでは86％に低下した。しかしメラトニンを

添加するとレスキュー作用がみられた。さらにメラトニンのレスキュー作用は、Ｘ線で

も確認された。 

 

O-02 重油汚染海水の魚の骨芽細胞及び破骨細胞に対する影響評価 

〇佐藤雅之 1・表 俊樹 1・早川和一 1・Hossam Nassar1・関口俊男 1・田渕圭章 2・         

服部淳彦3・鈴木信雄1  1金沢大学、2富山大学、3東京医科歯科大学 

キンギョのウロコ（骨モデル）を用いたバイオアッセイにより、エジプトの紅海で採

取した重油汚染海水の魚類の骨代謝に対する影響を解析した。汚染海水を 500 倍、100

倍及び 50 倍に希釈した培地で 6 時間培養した結果、500 倍に希釈した培地でも骨芽細

胞の活性が有意に抑制された。さらに mRNA 発現を調べた結果、細胞活性の結果が再

現され、骨芽細胞のマーカーの発現が低下し、魚類の骨代謝に悪影響を及ぼしている可

能性が示された。 

 

O-03 骨モデル（魚のウロコ）を用いた超音波の骨芽細胞及び破骨細胞に対する応答 

〇半本泰三1・古澤之裕 2・矢野幸子3・田渕圭章2・近藤 隆2・池亀美華4・ 

北村敬一郎1・関口俊男 1・和田重人2・高垣裕子4・服部淳彦5・鈴木信雄1  
1金沢大学、2富山大学、3JAXA、4岡山大学、5東京医科歯科大学 

本研究では、骨芽細胞・破骨細胞・骨基質が共存した魚のウロコの培養システムを用

い、骨芽及び破骨細胞に対する超音波（LIPUS: Low-intensity pulsed ultrasound）の作

用を解析した。その結果、LIPUSは骨芽細胞のみならず、破骨細胞にも作用して骨形成

を促進させていることが判明した。特に骨芽細胞と破骨細胞の相互作用に対する影響を

解析中である。 

 

O-04 ヨツアナカシパン成体原基形成における胚葉間相互作用の解析 

〇新美伊代・山口正晃 

金沢大学・自然システム 

棘皮動物は半索動物とクレードをつくるが、五放射体制をとる。この体制は左右相称

の幼生の成体原基中でつくられる。しかし、その分子機構はほとんど不明である。ヨツ

アナカシパンはプルテウス幼生へと発生するにもかかわらず、摂餌することなく３日で

変態する。私たちはこのウニを材料として、成体原基におけるHox遺伝子の発現パター

ンをしらべてきた。今回、成体外胚葉からのFGFシグナリングが棘原基形成に関与して

いる可能性を紹介する。 
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O-05 タバココナジラミ菌細胞は、体細胞とは異なるゲノム組成をもつ!? 

〇倉田 歩1・藤原亜希子 2,3・前川清人1・土`田 努2 
1富山大学・院・理工、2富山大学・先端、3日本学術振興会PD 

 昆虫の中には、細菌を“菌細胞”と呼ばれる特殊な細胞に共生させ、生存に必須の栄

養を補償しているものが存在する。コナジラミ類では、菌細胞が母体内で丸ごと卵に取

り込まれる、という独特の方法で、共生細菌を次世代に受け渡すことが報告されている。

これが本当であれば、異なる遺伝様式により、菌細胞と体細胞のゲノム組成には相違が

生じている可能性がある。本会では、両ゲノムのDNA多型領域の比較や、FISHを用い

た菌細胞発生動態を観察により得られた結果を報告する。 

 

O-06 ドーパミンはネバダオオシロアリの職蟻の行動を制御することで 

兵隊分化に影響を及ぼす 

○井上享也1・矢口 甫 1・佐々木 謙2・前川清人1 

 1富山大学・理工、2玉川大学・農 

シロアリのカースト分化は、環境要因による幼若ホルモン (JH) 量の上昇等を伴い、

脱皮を経て完了する。本研究は動物の行動や生理に影響する生体アミンに注目し、兵隊

分化における役割を調査した。ネバダオオシロアリの初期巣で、兵隊への分化予定個体

の脳内ドーパミン (DA) 量を測定したところ、脱皮後に増加した。この個体にDA阻害

剤を投与すると、生殖虫からの栄養交換頻度は減少し、兵隊分化が抑制された。DA関連

遺伝子の経時的な発現解析も行い、兵隊分化におけるDAとJHの関係を考察する。 

 

O-07 アフリカツメガエル初期胚における損傷乗り越えDNA合成（TLS）の制御 

〇吉田秀紀・濵﨑省吾・岩渕万里・大隅圭太 

名古屋大学大学院・理学研究科・生命理学専攻 

多くの動物の初期胞胚細胞は、短時間でゲノム複製を完了し、G 期が極めて短い等の

特徴をもつ。そのため、ゲノム修復の制御が通常の体細胞とは異なると予想されるが、

その実態は明らかではない。本研究では、S期に働く修復機構の一つである損傷乗り越え

DNA 合成(TLS)の制御に着目し、ツメガエルの卵無細胞系を用いて、DNA 複製進行/停

止中のクロマチンにおけるTLSポリメラーゼpolηとその制御分子DVC1の動態を解析

した。 

 

O-08 ウロテンシンⅡによる軟骨基質形成の可能性 

〇今野紀文・今江春香・内山 実・中町智哉・松田恒平 

富山大学・院・理工・生体制御 

最近、我々はアフリカツメガエルとラットの軟骨組織にウロテンシンⅡ（UⅡ）受容体

（UTR）が発現することを発見した。軟骨組織でのUⅡ－UTR系の働きを調べるため、

アフリカツメガエルの胸部軟骨組織にUⅡを添加し、軟骨基質形成に関わる 2 型コラー

ゲンとTGF-βの遺伝子発現変化を解析した。また、切断肢へのUTRアンタゴニストの

投与がその後のスパイク肢（軟骨組織）形成に及ぼす影響についても観察したので報告

する。 
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O-09 シロアリにおけるカースト分化の分子基盤：重要遺伝子の発現と機能 

〇前川清人・斉木亮太・矢口 甫・増岡裕大 

富山大学・院・理工 

個体間の分業により高度な社会を築いている動物のうち，種数の上で他を圧倒した存

在はアリ・ハチとシロアリである。彼らの複雑な社会性の進化，特にカーストの獲得機

構を明らかにするには，様々なアプローチが必要とされる。近年，後者のゲノムやトラ

ンスクリプトームに関するリソースが増加し，新たな知見が集積しつつある。シロアリ

の社会性の特徴である兵隊分化に注目した我々の研究例を紹介し，カースト分化の分子

基盤を考察する。 

 

O-10 SF-1とC/EBPβによるステロイドホルモン産生調節機構 

〇水谷哲也・河邉真也・石兼 真・今道力敬・宮本 薫 

福井大学・医学部・分子生体情報学領域、福井大学・ライフサイエンス機構 

転写因子SF-1は性腺や副腎の発生・分化およびステロイド産生に重要なマスター因子

である。そこでSF-1による転写制御メカニズムを明らかにするため、核内で形成する

SF-1複合体構成因子の同定を試みた。その結果、SF-1と相互作用する因子として転写因

子C/EBPβが同定された。さらにC/EBPβはSF-1と協調し、転写レベルでプロゲステ

ロン産生を調節することが明らかとなった。 

 

O-11 ウシガエル幼生におけるオレキシンAの摂食亢進作用 

清水駿介1・中町智哉1・今野紀文1・〇松田恒平1,2 
1富山大学・院・理工・生体制御、2富山大学・院・生命理工・生体情報 

最近、我々は変態始動期のウシガエル幼生において、神経ペプチド Y とグレリンが摂

食亢進作用を有することを報告した。本研究では、同幼生の摂食量に及ぼすオレキシンA

の影響を調べた。オレキシンA（6 pmol/g 体重）の脳室内投与により摂食量は有意に増

加した。オレキシン A による摂食亢進作用はオレキシン受容体アンタゴニストの

SB334867（60 pmol/g 体重）の同時投与により阻害された。 

 

O-12 無機水銀及びメチル水銀の骨芽・破骨細胞に対する作用：メジナのウロコを 

用いた解析 

〇谷内口孝治1・関口俊男 1・中野真樹2・服部淳彦2・山元 恵3・田渕圭章4・ 

近藤 隆4・北村敬一郎 1・早川和一1・鈴木信雄1 
1金沢大学、2東京医科歯科大学、3国立水俣病総合センター、4富山大学 

 魚類のウロコに水銀が蓄積して、筋肉中の水銀含量と相関があることが報告された。

従って、魚類において水銀は骨代謝に影響を及ぼしている可能性が考えられる。そこで、

メジナのウロコを骨モデルとして用いて解析を行った。その結果、メチル水銀の方が無

機水銀よりも毒性が高く、短時間の培養で骨芽細胞よりも破骨細胞の方に影響を与える

ことがわかった。 
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P-01 新規メラトニン誘導体の卵巣摘出老齢ラットの骨強度に対する作用 

〇松岡里沙1・関 あずさ 2・高垣裕子3・関口俊男1・矢野幸子4・染井正徳1・ 

服部淳彦5・鈴木信雄1 
1金沢大学、2ハムリー（株）、3神奈川歯科大学、4JAXA、5東京医科歯科大学 

8カ月齢の老齢ラットに卵巣摘出を施し、高回転型骨粗鬆症モデルを作製して、作製直

後から1-benzyl-2,4,6-tribromomelatonin（BTBM）を6週間連続して皮下投与し、骨強

度に及ぼす影響を解析した。その結果、 BTBMは大腿骨骨幹部の骨強度（剛性・破断力・

最大荷重）の減少を抑制し、その効果はビスフォスフォネートよりも大きい可能性が示

された。 

 

P-02 カタユウレイボヤにおけるcioninおよび受容体の発現解析 

○谷口詩穂1 ・小笠原道生 2・ 佐竹 炎3・鈴木信雄1・関口俊男1 

1金沢大学・臨海、 2千葉大学・院・融合、 3サントリー生命科学財団 

Cionin はカタユウレイボヤ神経節から単離された神経ペプチドであり、哺乳類の消化

管ホルモン CCK/ガストリンのホモログである。これまでカタユウレイボヤにおける

cionin の生理機能は明らかになっていない。本発表では、cionin およびその受容体の発

現局在を示すとともに、現在行っている cionin プロモーターを用いた発現解析について

報告する。 

 

P-03 Hr38結合サイトNBREとCre-loxPシステムを利用した、カイコガにおける 

性フェロモン情報を処理する神経回路の可視化 

○袴田千佳 

金沢大学・理工・自然システム・生物 

性フェロモンが性行動を制御する神経機構については不明な点が多く残されている。

本研究では、神経活動に伴って発現増加する遺伝子Hr38を神経活動のマーカーとして利

用することで、性フェロモン情報を処理する神経回路の解明に取り組んだ。Cre-loxP シ

ステムを用いた神経回路可視化法の確立を目指して、現在私は、HR38の結合配列NBRE

の下流でCreが発現する遺伝子組換えカイコガの作出に取り組んでいる。 

 

P-04 SSR解析により示されたキゴキブリCryptocercus punctulatusのつがい外交尾

の可能性 

○東北考史1・矢口 甫 2・C. A. Nalepa3・前川清人2  1富山大学・理、 
2富山大学・院・理工、3Dept of Entomology, North Carolina State University 

亜社会性キゴキブリは，シロアリの姉妹群である．本種の家族構造や繁殖戦略を知る

ことは，真社会性への進化の初期条件を考察する上で重要である．ペア形成後には，数

年間の家族構造を維持するとされるが，確かめられた例はない．そこで，SSR マーカー

を新規に開発し，雌雄ペアと雌の受精嚢のSSR解析を行った．その結果，雌の受精嚢に

は雄とは異なる対立遺伝子が検出される場合があり，つがい外交尾の可能性が示された．

家族内の遺伝構造も解析し，繁殖戦略と社会性の進化を考察する． 



57 

 

P-05  分散能力の違う幼生期を持つ近縁種における遺伝的構造の比較 

〇村山 椋1・山口雅裕 2 
1鈴鹿高専・応用物質工学専攻、2鈴鹿高専・生物応用化学 

移動能力の低い動物は、地理的障害によって独立した個体群を形成しやすく、それぞ

れの個体群には独自の遺伝的変異が蓄積されると考えられる。しかし、比較的狭い生息

域（同一水系など）内において、移動能力が低い動物がハビタットごとに異なる遺伝的

構成を持つことを実証した例はあまりない。私たちは今回、移動能力が低いホソウミニ

ナと、移動能力の高いウミニナを用い、伊勢湾内における遺伝的構造の比較を試みたの

で報告する。 

 

P-06 両生類変態期におけるグロビンパターンの解析 

〇山川菜摘1・山口雅裕 2 
1鈴鹿高専・応用物質工学専攻、2鈴鹿高専・生物応用化学 

両生類は変態期に、赤血球が幼生型から成体型に置き換えられる。陸生のカエルの場

合、この転換がヘモグロビンの転換として、変態期に急激な変化として観察される。こ

れに対し、アフリカツメガエルでは変態後も幼生型ヘモグロビンが残存し、比較的長い

時間をかけて置き換えが進行する。これは、変態期に造血は成体型に切り替わるものの、

幼生型赤血球が積極的に除去されないためであることを示唆する結果が得られたので報

告する。 

 

P-07 アフリカツメガエル変態期におけるエリスロポエチン受容体の発現解析 

〇堀内 秀・山口雅裕 

鈴鹿高専・生物応用化学 

アフリカツメガエル変態期における赤血球転換は、甲状腺ホルモン依存的に生じると

報告されている。しかし、RT-PCR の結果、私たちは変態期よりもずっと早く成体型赤

血球が出現することを見いだし、甲状腺ホルモン以外の因子が赤血球転換に関与してい

ることを示唆した。そこで今回、哺乳類においては二次造血の赤血球増殖に関与してい

ると報告のあるエリスロポエチンに注目し、その受容体の発現を解析したので報告する。 

 

P-08 カイコガHr38のジーンターゲティングによる性フェロモン情報を処理する神経 

回路の可視化と操作 

〇山田裕果 

金沢大学・理工・自然システム・生物 

性フェロモンは配偶行動を制御するフェロモンとして知られるが、脳のどのような神

経回路が性フェロモンを介した定型的な性行動を制御しているかについては不明な点が

多く残されている。本研究では、カイコガにおける性フェロモンに応答する神経回路の

可視化を目的に、神経活動依存的に発現量が増加する遺伝子Hr38へのジーンターゲティ

ングを行う。これまでに TALEN を用いたが、切断活性が低く、ジーンターゲティング

は確認できなかった。現在はCRISPRを用いたジーンターゲティングに取り組んでいる。 
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P-09 初期応答遺伝子Hr38はショウジョウバエの長期記憶において 

重要な役割を果たす 

〇箕口昌杜 

金沢大学・理工・自然システム・生物 

長期記憶の形成には、学習に伴って発現する遺伝子が重要な役割を担うことが知られ

ているが、その実体については未だ不明な点が残されている。我々は神経活動依存的に

発現するDhr38が長期記憶に重要な役割を担うと考え解析を行った。その結果、Dhr38

は求愛学習依存的に発現量増加し、その発現はCREB依存的であることや、Dhr38の変

異体においては長期記憶に障害があること、Dhr38に特異的なリガンドである3-epi-20E

の投与やDhr38の過剰発現によって長期記憶形成の促進を引き起こすことを見出した。 

 

P-10 Dhr38を用いたキイロショウジョウバエの神経活動の可視化と定量化 

〇佐藤優希 

金沢大学・理工・自然システム・生物 

昆虫の行動の神経基盤には不明な点が多く残されている。本研究ではキイロショウジ

ョウバエを用い、初期応答遺伝子Dhr38 とその結合配列NBRE を利用し、神経活動の

可視化・定量化を行う遺伝学的手法の開発に取り組んだ。NBRE 繰り返し回数、タンパ

ク質分解シグナルの有無、ターミネーターを比較検討した結果、10xNBRE-Luc2-PEST- 

hr38 3’UTR系統を用いて、活動の起こった神経細胞の検出に成功した。 

 

P-11 新規な初期応答遺伝子Hr38の活動依存的発現を利用した、カイコガの脳におい 

て性フェロモンに応答する神経回路の可視化法の開発 

〇原 千穂 

金沢大学・理工・自然システム・生物 

多くの動物種において、性フェロモンを介した個体間コミュニケーションが認められ

るが、性フェロモンによって性行動が引き起こされる神経機構については不明な点が多

い。本研究では、新規な初期応答遺伝子Hr38の転写活性を利用し、カイコガにおける活

動依存的な神経回路可視化法を開発した。本手法を用いることにより、性フェロモンに

応答し、神経活動が起こった細胞をシングルセルレベルで可視化することが可能となっ

た。 

 

P-12 破骨細胞及び骨芽細胞の重力応答：骨モデル（ウロコ）を用いた解析 

〇山本 樹1・池亀美華 2・田渕圭章3・矢野幸子4・遠藤雅人5・近藤 隆3・ 

北村敬一郎1・関口俊男 1・服部淳彦6・鈴木信雄1  

1金沢大学、2岡山大学、3富山大学、4JAXA、5東京海洋大学、6東京医科歯科大学 

キンギョのウロコを骨モデルとして用いて、擬似微小重力及び過重力に対する応答を

解析した。その結果、破骨細胞のマーカーであるカルシトニン受容体は、過重力刺激に

より低下し、擬似微小重力下では上昇した。さらに形態学的解析により、擬似微小重力

下において破骨細胞の多核化、アクチンリング保有数及び骨吸収による溝条幅の増加が

見られた。  
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P-13 アロキサン誘発糖尿病状態キンギョにおける糖化ウロココラーゲンの 

 架橋解析：in vivoおよび in vitro解析 

〇桶作若菜1、安藤 忠 2、南 敬生1、鈴木信雄1、服部淳彦3、北村敬一郎1 
1金沢大学、2（独）水産総合研究センター・西海区水研、3東京医科歯科大学 

アロキサン誘発高血糖状態でのウロコのコラーゲンタンパクの糖化と糖化に伴うコラ

ーゲン線維間異常架橋の増加をin vivoおよびin vitroで解析した。その結果、特にin vitro

でコラーゲン線維の架橋に伴うダイマー、トリマーさらにそれ以上の高重合線維の割合

が増加した。このような高血糖状態での線維間異常架橋の増加は、コラーゲンの柔軟性

を喪失させる可能性を示唆した。 

 

P-14 ウシガエル下垂体前葉におけるPOMC mRNAの発現に及ぼすAVTの影響 

〇四元優太郎1・山本和俊 2・菊山 榮2,3・岡田令子1 
1静岡大学・院理・生物、2早稲田大学・教育総合科学、 3東邦大学・理・生物 

両生類下垂体前葉からのACTH 放出は、哺乳類で知られるCRH ではなくAVT によ

り主として促進される。本研究ではウシガエル下垂体前葉細胞に AVT を加えて培養し、

ACTH前駆体であるPOMCのmRNA発現をリアルタイムRT-PCRにより調べた。そ

の結果、POMC mRNAの発現がAVTにより有意に上昇したことから、両生類下垂体前

葉に対するAVT によるACTH 放出作用は転写レベルでも制御されていることが考えら

れた。 

 

P-15 メダカのブロックマン小体に存在するカルシトニン様物質 

〇加瀬陽一・鈴木信雄 

金沢大学・臨海 

メダカのブロックマン小体に存在するカルシトニン様物質の生化学的特徴及び生物活

性を解析した。メダカ（500個体）からブロックマン小体を採取し、逆相のHPLCによ

り分取し、その分画をウエスタンブロットにより分子量を推定した。その結果、カルシ

トニン様物質の分子量は、20kDa であることが判明した。さらにこの物質をラットアッ

セイで解析した結果、カルシトニン活性（血清Ca及びPi濃度低下作用）が認められた。 

 

P-16 カエルツボカビ（Batrachochytrium dendrobatidis）が無尾両生類の皮膚を介し

た水透過性に与える影響 

〇柴田侑毅1・嘉手苅 将2・常盤俊大2・宇根有美2・鈴木雅一1 
1静岡大学創造科学技術大学院・バイオサイエンス、2麻布大学・獣医 

カエルツボカビ症は両生類の新興感染症であり、Batrachochytrium dendrobatidis（Bd）

が皮膚の角質層や顆粒層に感染することで発症する。本研究では、Bdに感染させたイエ

アメガエル（Litoria caerulea）とツノガエル（Ceratophrys ornate）の皮膚を用いて水

透過試験を行い、重度のBd感染個体の大腿部皮膚では、水透過が阻害されることを示し

た。また、組織学的な解析からBdにより表皮の浸潤や構造の破壊が確認されたことから、

皮膚を介した水透過システムが機能していない可能性がある。 
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P-17 能登半島九十九湾におけるマシコヒゲムシ個体群の生息域と生息密度 

○小木曽正造・又多政博・関口俊男・鎌内宏光・鈴木信雄 

金沢大学・臨海 

マシコヒゲムシ（多毛綱シボグリヌム科; Oligobrachia mashikoi）は口と肛門を持たず

化学合成細菌と共生する。これまで能登半島九十九湾では水深25m前後の海底を中心に

約9mにも小規模に生息することが知られていた。本研究では潜水調査によって水深8

～14mの広範囲に多数生息することが明らかとなった。また、ライン・トランセクト調

査から生息密度は14.4±166.0 個体 m-2（平均±分散：n=60）であった。 

 

P-18 日本海のコククジラEschrichtius robustusの回遊ルート 

○南部久男１・山田 格 2・青柳 彰3 
１富山市科学博物館・２国立科学博物館・3長岡市寺泊水族博物館・ 

140頭程生息するコククジラのアジア系個体群は、夏の摂餌海域のサハリン東部沖と繁

殖海域と推定される中国沿岸を回遊する、回遊ルートは,従来から知られていた大陸側（ロ

シア沿海州、朝鮮半島）及び日本列島太平洋側に沿った経路に加え、日本列島の日本海

側に沿った経路も利用されている可能性が指摘されている。日本海側の記録から,この回

遊ルートの存在について考察する。 

 

P-19 魚類のカルシウム代謝に対する黒色素胞刺激ホルモンの影響 

〇鈴木信雄1・服部淳彦 2・高橋明義3 
1金沢大学・臨海、2東京医科歯科大学・教養、3北里大学・水産 

キンギョの腹腔内に黒色素胞刺激ホルモン（MSH）を投与して、ウロコの再生過程に

おける影響を調べた。その結果、MSH投与群において血液中のカルシウム濃度及びカル

シトニン濃度が上昇し、再生ウロコのカルシウム含量も上昇した。さらに in vitroで再生

ウロコに対する影響を調べた結果、骨芽及び破骨細胞の活性が上昇することが判明した。

以上のことから、MSHは魚類のカルシウム代謝に関与している可能性が高いことが示さ

れた。 
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公開講演会 

「宇宙ではなぜ骨が弱くなるのか？」 

プログラム 
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平成26年度 日本動物学会中部支部大会 能登大会・プログラム 

 

○11月24日（月曜日）公開講演会「宇宙ではなぜ骨が弱くなるのか？」 

（コンセールのと） 

 

● 9:00～  開場 

● 9:25～9:30 挨拶と趣旨説明 鈴木信雄（金沢大学） 

● 9:30～10:00 基調講演 

矢野幸子（JAXA） 

「宇宙でわかる生命のしくみ：骨や筋肉は宇宙でなぜ弱るか」 

● 10:00～10:20 講演 

鈴木信雄（金沢大学） 

「骨モデル（魚のウロコ）を用いて宇宙実験：骨を壊す細胞の変化」 

● 10:20～10:40 休憩 

● 10:40～11:00 講演 

北村敬一郎（金沢大学） 

「骨にいい運動とは？」 

● 11:00～11:20 講演 

田渕圭章（富山大学） 

「微弱な超音波は骨折治療に効く」 

● 11:20～11:25 質疑応答 

● 11:25～11:40 講演 

土川 啓 （石川県柳田星の観察館「満天星」） 

「能登の里山里海の星」 

● 11:40～11:45 閉会の挨拶 中口憲治（能登町教育長） 

● 13:30～ エクスカーション 

・13：30 石川県柳田星の観察館「満天星」集合、館内案内 

・14：00 プラネタリウム特別投影（高校生以上400円、小中学生200円） 

・14：50 終了  
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●会場案内 

 

コンセールのと、2F多目的ホール 

 

アクセス 
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要旨集 

公開講演会 
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矢野 幸子（やの さちこ） 

 

1997年4月宇宙開発事業団、現在の宇宙航空研究開発機

構（JAXA）宇宙環境利用センター勤務。博士（理学）。

2010年10月から主任開発員。専門は宇宙重力生物学、宇

宙生物実験技術開発。宇宙での実験条件での組み合わせ試

験の実施、実験計画の作成、NASAとの調整業務を担当し

ている。 

1998 年スペースシャトル STS-95 での宇宙植物生長実験

に使用する容器の設計、宇宙飛行士の実験操作訓練を行っ

た。その他、航空機を用いた短時間の微小重力検証実験などに従事し、宇宙ステーショ

ンの日本の実験棟きぼうの中で使用する生物実験装置の開発と 2008 年からきぼうで行

われている複数のライフサイエンス実験の準備と実施を担当。特に植物栽培実験とウロ

コの培養実験では主担当を務め、現在も筋肉細胞実験をはじめとして複数の宇宙実験を

担当している。 

 

講演要旨 

「宇宙でわかる生命のしくみ：骨や筋肉は宇宙でなぜ弱るか」 

2008年から国際宇宙ステーションに日本の宇宙実験棟きぼうが接続され、本格稼動して

います。スペースシャトルでの実験ではできない長い時間の宇宙実験や、宇宙で重力を

作り出して無重力と比べる科学的な実験が宇宙にある日本の実験室でできるようになり

ました。 

きぼうでの実験が現実になるまでは、落下塔を使ったり、航空機を使ったりして短い時

間の無重力実験をしていました。無重力で動物や植物はどうなるでしょうか。人間は健

康に生きていけるのでしょうか？画像を通じてみなさんに無重力の世界を体験していた

だきたいと思います。さらに宇宙で得られた結果から、生物がどうやって重力に頼って

生きているかを考えてみたいと思います。 

宇宙で実験した結果、骨や筋肉が弱る仕組みと実際の宇宙での対策についてもお話しし

ます。 
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鈴木 信雄 （すずき のぶお） 

 

金沢大学 環日本海域環境研究センター 

臨海実験施設 准教授 

 

1988 年富山大学理学研究科生物学専攻博士前期課程修了、

宝幸水産（株）食品総合研究所研究員を経て金沢大学理学

部附属臨海実験所助手、その間広島大学で博士号を取得。

2010年から現職。 

日本動物学会、日本比較内分泌学会、日本宇宙生物科学会、日本水産学会、日本抗加齢

医学会、日本骨代謝学会、日本水環境学会、International Bone and Mineral Societyな

どに所属。著書に「ホルモンハンドブック新訂 eBook版」、「身近な動物を使った実験、

第3章キンギョ」などがある。 

専門分野は、魚のホルモン、特に骨代謝に関与するホルモンの研究。現在は、魚のウロ

コを骨のモデルとして用いて、ホルモン等の生理活性物質やカドミウム・水銀・ＰＣＢ

等の環境汚染物質、さらに微小重力や過重力、超音波、磁場等の物理的刺激の応答解析

に関する研究に従事する。 

 

演題：骨モデル（魚のウロコ）を用いて宇宙実験：骨を壊す細胞の変化 

内容：宇宙に行った骨を壊す細胞の形の変化について紹介します。 

 

2010年5月、国際宇宙ステーションの日本実験棟「きぼう」において、野口聡一宇宙

飛行士がキンギョのウロコで骨の実験をしました。この実験の成果の一部を紹介します。 

宇宙空間に滞在すると骨量が減少することが知られています。そこでこの実験では、

骨同様にカルシウムを貯める「骨(こつ)芽(が)細胞」と骨からカルシウムを奪う「破(は)

骨(こつ)細胞」を持つキンギョのウロコを骨のモデルにして、宇宙空間での骨量減少の謎

に迫ろうというものです。 

今回のシンポジウムでは、破骨細胞の形の変化について、“破骨細胞君”というキャラ

クターを用いてわかりやすく紹介する予定です。 
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北村 敬一郎 （きたむら けいいちろう） 

 

金沢大学 医薬保健研究域 保健学系 

医療科学領域 准教授 

 

1981年金沢大学医療技術短期大学部を卒業し、臨床検査技師

として金沢大学医学部付属病院検査部へ奉職 

2002 年金沢大学大学院自然科学研究科を修了し博士（理学）

を取得。2002年4月から金沢大学大学院医学系研究科保健学

専攻で臨床検査技師を養成する検査技術科学の助教授を拝命後2007年より現職。 

日本分子生物学会、日本循環器学会、日本生体医工学会、日本宇宙生物学会、日本比較内分

泌学会、日本骨代謝学会、などに所属。著書に「線虫 究極のモデル生物（行動のメカニズ

ム）」、「線虫ラボマニュアル、電気生理学的技術（三谷昌平編）」などがある。 

専門分野は、非侵襲的生体情報計測方法の開発や魚類のウロコを骨モデルとした骨代謝に関

する保健学的研究 

 

演題：骨にいい運動とは？ 

内容：骨のモデルウロコの研究から得られた新たな事実をもとに骨にいい運動とはどのよう

な運動かについて紹介します。 

 

骨は重力場でわれわれの体を支えており、特に脊椎骨や大腿骨のように荷重負荷骨と呼

ばれる骨はわれわれの全体重を支えています。また、骨は硬いのでまさかと思われるでしょ

うが、実は毎日少しずつ溶かされて作り直されています。 

このことは骨のリモデリングと呼ばれます。そして、骨の強さはちょうど体を支えるに

必要なだけの強度を保つように作り直され、それ以上にもそれ以下にもなりません。つまり、

われわれの骨の強さは毎日骨にかかる負荷量に応じてほぼ決まってくるのです。したがって、

日常生活における運動や仕事などによる骨への負荷が骨の強度を保つための重要な因子と

なります。 

今回のシンポジウムでは、ウロコへの重力負荷とわれわれの運動時の荷重負荷骨への負

荷加速度計測からわかった事実に基づいて、成長期の骨量増加や老年期における骨量維持に

必要な「骨にいい運動」についてお話したいと思います。 
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田渕 圭章（たぶち よしあき） 

 

富山大学 生命科学先端研究センター 

遺伝子実験施設 施設長 准教授 

 

1962年京都市生まれ。1988年富山医科薬科大学大学院

薬学研究科博士前期課程修了。同年第一製薬株式会社創薬

第三研究所研究員。1995 年富山医科薬科大学にて薬学博

士号を取得。1999 年より富山医科薬科大学遺伝子実験施設助手。2004 年富山医科薬科

大学生命科学実験センター助教授を経て、2007年から現職。 

日本生化学会、日本生理学会、日本薬学会、日本内分泌攪乱化学物質学会、日本ハイ

パーサーミア学会、日本臨床ストレス応答学会、などに所属。 

これまで、胃や腸の生理機能に関する研究や抗潰瘍薬の開発の研究を行ってきました。

最近は、熱、超音波、微小重力、過重力などの物理学的ストレスや環境化学物質の生体

におよぼす作用を分子レベルで明らかにする研究を行っています。 

 

演題：微弱な超音波は骨折治療に効く 

内容：物理学的なストレスの一つである弱い超音波は骨折治療に有効で、実際に医療の

現場で使われています。これに関する話題を提供します。 

 

超音波は、人の耳に聞こえない周波数20 kHz以上の音波で、「音」と同様に物体の中

を振動として伝わります。私たちの身の回りでは、魚群探知機、超音波診断、各種セン

サー、非破壊検査など、幅広く超音波は使われています。 

医療の現場では、超音波による診断に加えて超音波を用いた治療にも用いられていま

す。その中で、微弱な超音波は骨折治療に使われています。この治療により、約40パー

セントくらい骨折の治療にかかる日数が短くなることが知られています。元野球選手の

松井秀樹氏や元サッカー選手のデビッド・ベッカム氏が骨折をしたときにこの超音波治

療を行っています。骨、超音波や超音波骨折治療に関してわかりやすく紹介します。 
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土川 啓 （つちかわ あきら） 

 

石川県柳田星の観察館「満天星」 能登町教育委員

会事務局 係長 

 

1988年信州大学教育学部小学校教員養成課程卒、財

団法人天文博物館五島プラネタリウムを経て 1993

年から現職。 

天文教育普及研究会、公開天文台ネットワークなど

に所属。著書に「A 3-D Shape Model of (704) 

Interamnia from Its Occultations and Lightcurves」（共著）、「環状木柱列の謎」

「PROBABLE BINARY 3220 MURAYAMA」などがある。 

専門分野は、天文教育。また、小惑星のライトカーブから小惑星の形状を探る研究（の

手伝い）もしています。 

 

演題：能登の里山、里海、里の星 

内容：星の観察館「満天星」で観測できた天文現象、観測成果そして能登の美しい星空

を紹介します。 

 

石川県柳田星の観察館「満天星」は1993年に開館し、今年で開館21年になりました。

この間、シューメーカー・レビー第 9 彗星の木星衝突、皆既日食など様々な天文現象が

ありました。ここでは満天星から見ることができた21年分の天文現象や主な小惑星関係

の観測成果を振り返ってみることにします。また、能登の美しい星空も紹介したいと思

います。 
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