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その他陸上哺乳類（三重大学・浅原正和） 
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平成 27年度日本動物学会中部支部大会 
プログラム概要 

 

●日時・会場 

日時：11 月 28（土）、29 日（日） 

場所：11 月 28 日 三重大学総合研究棟Ⅱ メディアホール （津市栗真町屋町 1577） 

11 月 29 日 三重県総合博物館 レクチャールーム   

（津市一身田上津部田 3060） 

参加費： 無料 

懇親会費：一般 4,000 円 学生 2,500 円  

 

●プログラム： 

11 月 28 日 

12 時 00 分         支部会議 

13 時 00 分         開会式 

13 時 05 分～15 時 15分  口頭発表 （11 件） 

15 時 30 分～15 時 50分  ポスター発表・フラッシュプレゼン（15 件＋高校生 2 件） 

15 時 50 分～16 時 50分  ポスター発表 （15 件＋高校生 2 件） 

1６時 50 分～17 時 40 分  高校生口頭発表（４件） 

17 時 40 分～18 時 00分  表彰式・総会・閉会式   

18 時 15 分         懇親会（三重大生協レストラン「ぱせお」：生協購買２階） 

                  →懇親会会場は 2 ページの地図をご参照ください 

 

同時開催（大会開催中）： 生物アート展示・即売会（マニアック生物部） 

 

11 月 29 日  

公開講演会 「生物学の先端研究で活躍する変わった動物たち」 

9 時 30 分   開会  

9 時 35 分～10 時 35 分  佐藤拓哉（神戸大学理学研究科） 

森と川をつなぐ細い糸 

10 時 55 分～11 時 55分   細 将貴（京都大学白眉センター） 

右利きのヘビと左巻きのカタツムリ 

  11 時 55 分  閉会 

 

同時開催（大会開催中）： 生物アート展示会（マニアック生物部） 



三重大学・三重県総合博物館へのアクセス

三重大学アクセス

http://www.mie-u.ac.jp/traffic/index.html

最寄駅は近鉄江戸橋駅です。 津駅の隣で、 名古屋駅から近鉄

急行で約 1時間です。

近鉄江戸橋駅から徒歩約 15 分 （現在 「江戸橋」 が工事中のた

め回り道が必要で徒歩時間が少し長くなっています）

総合研究棟Ⅱアクセス （三重大学キャンパス内）

http://www.mie-u.ac.jp/campusmap/index.html

１日目の会場となる総合研究棟Ⅱは三重大学正門を入ってすぐ先

に見える４階建ての建物です。

入口に 「国際交流センター」、 「学生総合支援センター」 等の表

示があります。

（江戸橋駅から歩く場合、 国道 23 号線沿いに医学部入口を過ぎ

るまで歩き、 三重大学前交差点を右折すると正門です）

三重県総合博物館アクセス

http://www.bunka.pref.mie.lg.jp/MieMu/informations.htm

２日目の会場となる三重県総合博物館ＭｉｅＭｕへは津駅からバス

が出ています。

津駅からバス 5分 （西口１番乗り場から乗車）、 徒歩 25 分

　89 系統　総合文化センター行き　「総合文化センター」　下車す

ぐ

　89 系統　夢が丘団地行き　「総合文化センター前」　下車すぐ

（休日ダイヤの場合 9時～ 19 時台まで毎時 18 分と 40 分に運行）

三重大学総合研究棟Ⅱ

（1 日目会場）

三重大学

三重県総合博物館

レストランぱせお （２Ｆ）

（懇親会会場）

生協第一食堂 （土曜は営業時間 11 ： 00-13 ： 30）

生協購買 （土曜は営業時間 10 ： 30-14 ： 00）

三重大学キャンパスマップ

近
鉄
・
江
戸
橋
駅
（
三
重
大
学
最
寄
駅
） ×
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【プレゼンテーションのご案内】 

 

口頭発表・ポスター発表フラッシュプレゼンにつきまして 

 

■口頭発表は発表 10分・質疑 2分です。 

  8分 1鈴 

 10分 2鈴 

 12分 3鈴 

 

■ポスター発表フラッシュプレゼンは 1分です。（必要に応じてパワーポイントファイルを

1枚ご用意ください。なくてもOKです。） 

 

■発表で用いる Power  Pointファイル等を USBフラッシュメモリに入れてご持参くだ

さい。ファイルは受付時に事務局のWindows PC に移します。講演時には講演者ご自身で

PC から立ち上げていただくようお願い申し上げます。 

 

■ポスターはA0まででご用意ください。会場に設置場所を用意しておりますので、受付

後指定場所への設置をお願いいたします。 

  



4 

 

平成 27年度日本動物学会中部支部大会 
プログラム詳細 

 

11月 28日 三重大学総合研究棟Ⅱ メディアホール （津市栗真町屋町 1577） 

 

12：00 支部会議 

 

13：00 開会式 

 

13：05 口頭発表 12 分×11 件（発表 10 分・質疑 2 分） 

 

13：05 

O-1 栄養制限によるメダカの性分化への影響 

 ○榮雄大１,２，西村俊哉２，田中実１,２ 

 １SOKENDAI (総合研究大学院大学)，２基礎生物学研究所，生殖遺伝学研究室  

 

13：17 

O-2 雄性発生種タイワンシジミの卵減数分裂過程における細胞骨格の挙動 

 ○堀田勝，古丸明 

 三重大学生物資源学部 

 

13：29 

O-3 海棲に適応していないラッコ味覚受容体 

 

 ○大島結１，若井 嘉人²，仲野 千里²，海老原充１ 

 １石川県立大・生物資源環境学食品，²鳥羽水族館 

 

13：41 

O-4 ネバダオオシロアリの兵隊の生殖腺発達における幼若ホルモンの影響 

○河村聡一郎¹,矢口甫¹,前川清人¹, 

¹富山大学大学院理工学教育部生物学専攻 

 

13：53 

O-5 タバココナジラミの菌細胞特異的に高発現するペルオキシダーゼ様遺伝子の解析 

 ○瀧沢美翔１，吉武和敏２，重信秀治３，前川清人１，藤原亜希子１，４，土`田努１ 

 １富山大・院・理工，２JSM，３基生研・生物機能，４理研・CSRS 

 

14：05 

O-6 ベタの攻撃行動と繁殖行動は脳内性ホルモンレベルにより制御される 

 ○今野紀文，島崎祐希，中町智哉，松田恒平 
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 富山大学大学院理工学研究部 

 

14：17 

O-7 ヤツメウナギにおけるカルシトニン及びカルシトニン受容体の分子構造解析 

 ○関口俊男１，半本泰三１，谷口詩穂 1，谷内口孝治１，鈴木信雄 1 

 １金沢大学 環日センター 臨海実験施設 

 

14：29 

O-8 カタユウレイボヤにおける CCK/gastrin family ペプチドおよびその受容体の局在解

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 

 

14：41 

O-9 海洋深層水の魚類生理に対する影響 

○五十里雄大１，佐藤将之 1，小木曽正造 1，関口俊男 1，豊原知足 2，服部淳彦 3，神戸川明 4，

朝比奈潔 5，鈴木信雄 1 

１金沢大学環日本海域環境研究センター 臨海実験施設，2 能登海洋深層水施設，3東京医科歯科

大学教養部，4神戸川研究所，5日本大学生物資源科学部 

 

14：53 

O-10 金沢大学が取り組んでいる海洋教育 

 ○鈴木信雄１ 

 １金沢大学環日本海域環境研究センター 臨海実験施設 

 

15：05 

O-11  肉食性哺乳類における下顎臼歯の進化形態学 

 ○浅原正和１ 

 １三重大学教養教育機構 

 

～15：30 休憩 

 

15：30～15：50 ポスター発表・フラッシュプレゼン（16 件＋高校生 3 件） 

 ポスター発表者に口頭発表の会場で１分ずつアピールをしてもらいます 

 

15 時 50 分～16 時 50分  ポスター発表 （16 件＋高校生 3 件） 

 

1６時 50 分～17 時 40 分  高校生口頭発表（４件） 
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16：50 

HO-1 カシパンウニの流体力学と生態 

 ○田中 誠人１，○田中 智也１，泰圓澄 智１，伊藤 康烈１，橋本輝己２ 

 １福井県立鯖江高等学校生物クラブ，２福井県立鯖江高等学校教諭 

 

17：02 

HO-2 越前海岸潮間帯のヤドカリ調査 

 ○泰圓澄 智１，田中 誠人１，田中 智也１，伊藤 康烈１，橋本輝己２ 

 １福井県立鯖江高等学校生物クラブ，２福井県立鯖江高等学校教諭 

 

17：14 

HO-3 ネコギギ生息地発見からの７年－鈴鹿川水系の環境調査ⅩⅢ－ 

 ○伊藤敦１，佐藤晴海１，三谷海斗１，堀啓佑１，川原直輝１，西村拓真１，安田拓真２，西飯信

一郎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顧問，  

 

17：26 

HO-4 伊勢湾におけるナメクジウオの幼生採集について 

 ○泉 貴仁１，濱地 健太，森本 光，森本 光祐，里中 柊介，柳谷 雄大，川口 実 

  １三重県立宇治山田高等学校 生物部 

 

 

17 時 40 分～18 時 00分  表彰式・総会・閉会式   

 

18：15～ 懇親会：三重大学生協レストランぱせお（生協購買２階） 

→懇親会会場は 2 ページの地図をご参照ください 

 

 

同時開催（大会開催中）： 生物アート展示・即売会（マニアック生物部） 
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11月 29日 三重県総合博物館 レクチャールーム  （津市一身田上津部田 3060） 

 

 

公開講演会 「生物学の先端研究で活躍する変わった動物たち」 

 

9 時 30 分   開会  

 

9 時 35 分～10 時 35 分  佐藤拓哉（神戸大学理学研究科） 

森と川をつなぐ細い糸 

 

10 時 55 分～11 時 55分   細 将貴（京都大学白眉センター） 

右利きのヘビと左巻きのカタツムリ 

   

11 時 55 分  閉会 

 

 

同時開催（大会開催中）： 生物アート展示会（マニアック生物部） 
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一般・高校生発表一覧 

 

口頭発表 

O-1 栄養制限によるメダカの性分化への影響 

 ○榮雄大１,２，西村俊哉２，田中実１,２ 

 １SOKENDAI (総合研究大学院大学)，２基礎生物学研究所，生殖遺伝学研究室  

 

O-2 雄性発生種タイワンシジミの卵減数分裂過程における細胞骨格の挙動 

 ○堀田勝，古丸明 

 三重大学生物資源学部 

 

O-3 海棲に適応していないラッコ味覚受容体 

 

 ○大島結１，若井 嘉人²，仲野 千里²，海老原充１ 

 １石川県立大・生物資源環境学食品，²鳥羽水族館 

 

O-4 ネバダオオシロアリの兵隊の生殖腺発達における幼若ホルモンの影響 

○河村聡一郎¹,矢口甫¹,前川清人¹, 

¹富山大学大学院理工学教育部生物学専攻 

 

O-5 タバココナジラミの菌細胞特異的に高発現するペルオキシダーゼ様遺伝子の解析 

 ○瀧沢美翔１，吉武和敏２，重信秀治３，前川清人１，藤原亜希子１，４，土`田努１ 

 １富山大・院・理工，２JSM，３基生研・生物機能，４理研・CSRS 

 

O-6 ベタの攻撃行動と繁殖行動は脳内性ホルモンレベルにより制御される 

 ○今野紀文，島崎祐希，中町智哉，松田恒平 

 富山大学大学院理工学研究部 

 

O-7 ヤツメウナギにおけるカルシトニン及びカルシトニン受容体の分子構造解析 

 ○関口俊男１，半本泰三１，谷口詩穂 1，谷内口孝治１，鈴木信雄 1 

 １金沢大学 環日センター 臨海実験施設 

 

O-8 カタユウレイボヤにおける CCK/gastrin family ペプチドおよびその受容体の局在解

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 
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O-9 海洋深層水の魚類生理に対する影響 

○五十里雄大１，佐藤将之 1，小木曽正造 1，関口俊男 1，豊原知足 2，服部淳彦 3，神戸川明 4，

朝比奈潔 5，鈴木信雄 1 

１金沢大学環日本海域環境研究センター 臨海実験施設，2 能登海洋深層水施設，3東京医科歯科

大学教養部，4神戸川研究所，5日本大学生物資源科学部 

 

O-10 金沢大学が取り組んでいる海洋教育 

 ○鈴木信雄１ 

 １金沢大学環日本海域環境研究センター 臨海実験施設 

 

O-11  肉食性哺乳類における下顎臼歯の進化形態学 

 ○浅原正和１ 

 １三重大学教養教育機構 

 

ポスター発表 

P-1 ヒトデ卵母細胞の成熟過程における力学的性質の変化と表層アクトミオシン系 

 ○葛山 晶, 藤原理恵, 山本謙也 

 岐阜大学 応用生物科学部 動物発生研究室 

 

P-2 光周性によって制御されるミジンコの環境依存型性決定を担う分子基盤の解析 

豊田賢治 1, 井口泰泉 1,2 

1基礎生物学研究所 分子環境生物学研究部門, 2総合研究大学院大学 生命科学研究科 

 

P-3 Identification of a novel function of maternal Nanos protein in Drosophila 

primordial germ cells 

杉森聖子 1,4、熊田裕司２、小林悟 2,3,4 

 １総研大・生命科学・基礎生物学、2 基礎生物学研究所・発生遺伝、３筑波大・生命環境科学・

生物科学、４筑波大・TARA センター 

 

P-4 マイワシカルシトニンのクローニング 

 ○加瀬陽一１，佐藤将之 1，関口俊男１，鈴木信雄１ 

 １金沢大学環日本海域環境研究センター 臨海実験施設 

 

P-5 魚類のカルシウム代謝に及ぼすフッ素の影響 

佐藤将之 1，半本泰三 1，谷内口孝治 1，関口俊男 1，田渕圭章 2，服部淳彦 3，鈴木信雄 1 
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1 金沢大学 環日本海域環境研究センター 臨海実験施設，2 富山大学 研究推進機構   

遺伝子実験施設，3東京医科歯科大学 教養部 

 

P-6 低出力超音波パルスの破骨細胞に対する作用 

○半本泰三 1，田渕圭章 2，近藤 隆 3，北村敬一郎 1，関口俊男 1，高垣裕子 4，服部淳彦

5，鈴木信雄 1 

1金沢大学環日本海域環境研究センター，2富山大学研究推進機構遺伝子実験施設，3富山大

学大学院医学薬学研究部，4 神奈川歯科大学大学院口腔科学講座，5 東京医科歯科大学教養

部  

 

P-7 ヤマトシロアリにおける TALENを用いた遺伝子の機能破壊の試み 

○波多野翼 1, 前川清人 1 

1富山大学院 理工学教育部  

 

P-8 軟体動物・頭足類のクリプトクロム 

○吉田光里 1、岸上明生 1 

1岐阜女子大学大学院・生活科学研究科 

 

P-9 ウミニナ類の生息干潟と遺伝型の解析 

 ○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科 

 

P-10 タゴガエルにおける消化管リモデリングの解析 

 ○小林大士１，岸亮太１，山路草太１，坂本和歌子１，山口雅裕１ 

 １鈴鹿高専生物応用化学科 

 

P-11 濃尾平野北部の水田におけるトノサマガエルとナゴヤダルマガエルの分布 

 ○冨樫麗衣，佐藤和美，岩澤 淳 

 岐阜大学応用生物科学部 

 

P-12 伊勢湾有滝海岸に漂着したオガワコマッコウ（Kogia sima）について 

○古山歩1，若林郁夫2，北村淳一3，吉岡基1
 

1三重大生物資源，2鳥羽水族館，3三重県総合博物館 

 

P-13 アコヤガイ真珠のグレードに影響を与える真珠の微細構造 

○佐藤友１，青木秀夫２，古丸明１ 
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１三重大・院・生資，２三重県水産研究所 

 

P-14 能登町（石川県）の海洋教育 

 ○浦田 慎１，松本京子 1，谷内口孝治 2，鈴木信雄 2，早川和一 2 

 １能登里海教育研究所，２金沢大学環日本海域環境研究センター 

 

P-15 新型アリ飼育容器を用いたアリの営巣の比較検討 

○岡﨑こころ，後藤太一郎 

三重大学教育学部理科教育生物 

 

高校生の部・口頭発表 

HO-1 カシパンウニの流体力学と生態 

 ○田中 誠人１，○田中 智也１，泰圓澄 智１，伊藤 康烈１，橋本輝己２ 

 １福井県立鯖江高等学校生物クラブ，２福井県立鯖江高等学校教諭 

 

HO-2 越前海岸潮間帯のヤドカリ調査 

 ○泰圓澄 智１，田中 誠人１，田中 智也１，伊藤 康烈１，橋本輝己２ 

 １福井県立鯖江高等学校生物クラブ，２福井県立鯖江高等学校教諭 

 

HO-3 ネコギギ生息地発見からの７年－鈴鹿川水系の環境調査ⅩⅢ－ 

 ○伊藤敦１，佐藤晴海１，三谷海斗１，堀啓佑１，川原直輝１，西村拓真１，安田拓真２，西飯信

一郎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顧問，  

 

HO-4 伊勢湾におけるナメクジウオの幼生採集について 

 ○泉 貴仁１，濱地 健太，森本 光，森本 光祐，里中 柊介，柳谷 雄大，川口 実 

  １三重県立宇治山田高等学校 生物部 

 

高校生の部・ポスター発表 

HP-1 四日市四郷高校のコシアカツバメの営巣状況について 

 ○平岡徹１，河田暁仁２ 

 １三重県立四日市四郷高等学校，２自然科学部 

 

HP-2 三重県名張市青蓮寺ダム周辺の獣害に関する調査 

 ○中橋佑喜１，亀永光司２，髙木唯輔３ 

 １,２,３三重県立名張西高等学校科学部  
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講演要旨 

 

公開講演会 「生物学の先端研究で活躍する変わった動物たち」 

S-1 

11月 29日 9時 35分～10時 35分 

 

 

森と川をつなぐ細い糸 

 

佐藤拓哉 

神戸大学大学院理学研究科 

 

 寄生者はしばしば、その複雑な生活史を全うするために宿主の生理状態や形態、行動を

操作します。これまで、そのような巧みな生き様が達成される至近的なメカニズムはどの

ようなものか？そもそもなぜそのような生き様が進化できたのか？といった視点から多く

の研究がなされてきました。一方、寄生者が宿主を操作することで、宿主が生態系の中で

果たしている役割が変わるといったことはないのでしょうか？その結果、生物群集の成り

立ちや生態系の働きにまで、「寄生」という生き方が関わっていることはないのでしょう

か？ 

 私たちは、成熟したハリガネムシ類（類線形虫類）に寄生・行動操作されたカマドウマ・

キリギリス類が、晩夏から秋にかけて山地河川に大量に飛び込み、アマゴやイワナといっ

た渓流魚の重要な餌資源となることを発見しました。ハリガネムシ類が駆動するこのエネ

ルギー流は全国各地の山地河川で普遍的に生じており、イワナ個体群の年間総摂取エネル

ギー量のおよそ 60%を占めている場合もありました。そこで、寄生者を介したエネルギー流

を実験的に抑制する大規模野外操作実験を実施したところ、渓流魚による河川底生動物類

への捕食圧の増大を通して、付着藻類量の増加や落葉分解速度の低下が認められました。

すなわち、寄生者を介したエネルギー流が河川の群集構造や生態系機能にまで影響するこ

とが実証されました。さらに、ハリガネムシ類とその宿主である陸生昆虫類の寄生者－宿

主関係には北海道と本州で大きく異なっており、それが寄生者を介した森と川の繋がりの

季節性を大きく異ならせていました。 

 寄生者は自然界に普遍的に存在しており、近年の研究では全生物種の半数以上を占める

とも言われています。寄生虫は、一般には嫌われていたり、見過されていたりすることが

多いと思います。しかし寄生者たちは、ひそかに、しかし時に大きな役割を生態系の中で

果たしているのかもしれません。 
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公開講演会 「生物学の先端研究で活躍する変わった動物たち」 

S-2 

11月 29日 10時 55分～11時 55分 

 

 

右利きのヘビと左巻きのカタツムリ 

 

細 将貴 

京都大学白眉センター 

 

 

 ヒトの心臓、ヒラメの眼、フクロウの耳…。左右の非対称性は、実にさまざまな動物の

体に見られる現象です。しかしながらこうした顕著な例ですら、なぜ・どのように進化し

てきたのかはほとんどわかっていません。なかでもカタツムリには、あからさまに非対称

な「巻き型」の謎に加えて、「巻き型の左右逆転」という進化の謎があります。種数のうえ

で多数派である右巻きのカタツムリから、幾度となく独立に進化してきた左巻きのカタツ

ムリ。ところが、突然変異で生まれてきた左巻き個体は、まわりの右巻き個体とうまく交

尾することができません。自然選択説が予測するのは左巻き突然変異個体のすみやかな排

除ですが、なぜかこの繁殖上の不利を乗り越えて、左巻きのカタツムリは進化してきたの

です。この難題「左巻きカタツムリの謎」は、何十年もの間、進化生物学者たちの挑戦を

跳ね除けてきました。謎を解く鍵を握っていたのは、ほとんど誰からも注目されたことの

ないヘビでした。ある日のこと。カタツムリばかりを食べるという珍しいヘビが、琉球列

島にいるらしい。そしてちょうどその辺りに、左巻きのカタツムリが何種か分布している。

両者の分布に奇妙な一致を見つけたわたしは、大胆にもこんな仮説を思いついた。このヘ

ビは、右巻きのカタツムリを捕食するのに特化しているのではないか。そして、左巻きカ

タツムリの進化を促進した張本人なのではないか。幻のヘビを求めてひとり亜熱帯の雨の

森を夜な夜な歩きまわり、欧米の博物館に標本があると聞けば貸借の手紙を書き、実験室

にこもってヘビがカタツムリを襲う様子をつぶさに観察し…。いくつもの困難と人の縁、

それから思いがけない発見の果てに、この「右利きのヘビ仮説」は検証されました。本講

演では、その謎解きの過程を詳しく紹介するとともに、天敵との相互作用が紡ぎだすカタ

ツムリの進化の妙について話題を提供します。 
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口頭発表 
 

O-1 

栄養制限によるメダカの性分化への影響 

 

 ○榮雄大１,２，西村俊哉２，田中実１,２ 

 １SOKENDAI (総合研究大学院大学)，２基礎生物学研究所，生殖遺伝学研究室  

 

 メダカの性は XX/XY 型で遺伝的に決まる。性分化時期の雄では幹細胞型の分裂のみが見

られるのに対し、雌では幹細胞型とシスト分裂型が見られる。この結果生殖細胞数が雌で

多くなり、この生殖細胞数の制御が生殖腺の性分化重要であることが示されている。そこ

で、生殖細胞数に影響を与えうる環境要因として、栄養制限を性分化時期のメダカに科し

た。その結果、栄養制限により約 28%の XX が機能的な雄へと性転換した。また、栄養制

限直後の XX メダカの生殖細胞数を数えたところ、幹細胞型生殖細胞の数に有意な変化は認

められなかった。一方で、シスト分裂型生殖細胞数は栄養制限により有意に減少した。こ

のことは、雌において生殖細胞の幹細胞型からシスト分裂型への移行が栄養制限により抑

制されたことを示唆する。また体長などメダカ幼魚に表れた生殖腺以外でのいくつかの指

標の変化について述べたい。この他に、２種類の生殖細胞が持つミトコンドリアの形態の

違いについても報告する。 

 

 

O-2 

雄性発生種タイワンシジミの卵減数分裂過程における細胞骨格の挙動 

 

 ○堀田勝，古丸明 

 三重大学生物資源学部 

 

 タイワンシジミは雌雄同体で雄性発生を行う。本研究では雄性発生における卵減数分裂時の

紡錘体形成過程および表層アクチンの挙動を共焦点レーザー顕微鏡を用いて観察した。両性発生

種では紡錘体の卵表層への移動は卵中央部で赤道面への染色体整列と中心体の分離が完了した

後生じる。しかし雄性発生種では染色体の赤道面への整列と中心体の分離が不完全な状態で卵表

層に接近した後、卵表面と平行な中期紡錘体が形成されることが明らかになった。また第一減数

分裂中期以前には卵表層にアクチンが均一に分布していたが、後期に染色体が分離すると、星状

体微小管が接着した 2 箇所でアクチンの乏しい円形の領域が生じた。各々の領域の周囲にリン

グ状に集積したアクチンが収縮環として機能し、2 つの極体が同時に放出された。一連のアクチ

ンの動態は雄性発生特有のものであると考えられた。  
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O-3  

海棲に適応していないラッコ味覚受容体 

 

 ○大島結１，若井 嘉人²，仲野 千里²，海老原充１ 

 １石川県立大・生物資源環境学食品，²鳥羽水族館 

 

 味覚は、食物中に含まれる嗜好・忌避物質を感知し、私たちの生体恒常性を維持するうえで

重要な役割を担っている。海棲哺乳類であるクジラやイルカは海水中で餌を丸呑みしていること

と、これまでに解析された全ての味覚受容体遺伝子が偽遺伝子化していることから、味物質を受

容していないことが明らかになっている。一方、同じ海棲哺乳類に属するラッコはエサを食べる

際に咀嚼していることから、味覚を受容している可能性が考えられる。本研究ではラッコの味覚

受容体遺伝子について解析し、苦味受容体である T2R5 と T2R9、さらにうま味受容体、甘味受容

体が機能的であることが明らかになった。一般に、苦味は強い生理活性や毒性のある化学物質に

対する警戒シグナルとして機能しているため、貝毒を忌避するための重要なシグナルを受容して

いる可能性が考えられる。 

 

 

O-4 

ネバダオオシロアリの兵隊の生殖腺発達における幼若ホルモンの影響 

 

○河村聡一郎¹,矢口甫¹,前川清人¹, 

¹富山大学大学院理工学教育部生物学専攻 

 

シロアリのコロニーの防衛は兵隊が担う。兵隊はシロアリの進化の過程で最初に出現した不妊

カーストであり、その生理的特徴の解明は社会性の進化を理解する上で重要である。兵隊分化は

職蟻体内の高い幼若ホルモン（JH）量に応答して生じ、分化後の JH 量も高いが、生殖腺の発達

は通常見られない。昆虫一般に、JH は成虫期の生殖腺発達を促進する効果をもつが、シロアリ

の兵隊で生殖腺の発達が抑制される機構は明らかではない。ネバダオオシロアリを含む祖先的な

系統では、兵隊形質と生殖形質の両方を発達させる兵隊型生殖虫が存在するため、この未知機構

を解明できる材料になりうる or なると考えられる。まず、本種の兵隊と兵隊型生殖虫に JHアナ

ログを投与したところ、卵黄前駆タンパク質（ビテロジェニン、Vg）の発現が兵隊では顕著に抑

制されることが明らかになった。次に、いくつかの候補遺伝子の発現解析の結果、兵隊型生殖虫

と比較して、兵隊では JH結合タンパク質（ヘキサメリン、Hex）が高発現していることが示され

た。RNAi を用いた Hex の機能解析の結果を踏まえ、兵隊における JHの役割を考察する。 
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O-5 

タバココナジラミの菌細胞特異的に高発現するペルオキシダーゼ様遺伝子の解析 

 

 ○瀧沢美翔１，吉武和敏２，重信秀治３，前川清人１，藤原亜希子１，４，土`田努１ 

 １富山大・院・理工，２JSM，３基生研・生物機能，４理研・CSRS 

 

 吸汁性昆虫は、栄養の偏った師管液や導管液だけを餌に、旺盛な繁殖力を示す。栄養共生する

昆虫の多くは、体内に菌細胞と呼ばれる特殊な細胞を発達させており、その細胞質内に生存に必

須な細菌を共生させている。しかし、共生関係の成立や維持機構は、未だ明らかになっていない

点が多い。我々は、発達した菌細胞を持つことが知られるタバココナジラミ Bemisia tabaci を

材料に、菌細胞に特異的な高発現遺伝子群の解析を行った。RNA-seq 解析の結果、菌細胞特異

的発現遺伝子群の中に、微生物感染に伴って発現することが報告されているペルオキシダーゼ様

遺伝子を検出した。この遺伝子の完全長 cDNA 配列を決定したところ、アミノ酸置換を伴う複

数の変異が存在した。その中の一部は、菌細胞で特異的に発現することが確認された。このこと

から、タバココナジラミでは、一部のペルオキシダーゼ様遺伝子が共生に関連した機能を持つ可

能性が示された。 

 

 

O-6 

ベタの攻撃行動と繁殖行動は脳内性ホルモンレベルにより制御される 

 

 ○今野紀文，島崎祐希，中町智哉，松田恒平 

 富山大学大学院理工学研究部 

 

 闘魚として知られるベタの雄は、強い縄張り性を有し、侵入者に対して“フレアリング”と

呼ばれる攻撃行動を示す。我々は魚類の攻撃行動と性ホルモンとの関係を探るため、ベタの雄に

2 週間のテストステロン(T)曝露処理を施し、テストステロンが攻撃行動に及ぼす影響を調べた。

その結果、予想に反して、雄の攻撃行動は T曝露処理によって有意に減少した。最近、ウズラの

雄の攻撃行動が脳内エストラジオール(E2)レベルの上昇によって抑制されることが報告された

ため、ベタにおいても脳内アロマターゼ発現量と E2レベルを解析した。その結果、両者は T曝

露処理により有意に増加しており、E2 レベルは攻撃行動と負の相関関係を示した。また、雄の

生殖行動の指標であるバブルネストの作成が T曝露処理により亢進された。T曝露による脳内 E2

レベルの上昇は雄の攻撃行動を抑制する一方で、繁殖行動を促進させることが示唆される。 
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O-7 

ヤツメウナギにおけるカルシトニン及びカルシトニン受容体の分子構造解析 

 

 ○関口俊男１，半本泰三１，谷口詩穂 1，谷内口孝治１，鈴木信雄 1 

 １金沢大学 環日センター 臨海実験施設 

 

カルシトニンは、哺乳類において骨代謝に関わるホルモンである。我々は、これまで脊

椎動物では軟骨魚類から爬虫類まで、無脊椎動物では原索動物において、カルシトニンや

その受容体を同定した結果、原索動物のカルシトニン遺伝子はシンプルであり、軟骨魚類

が出現する以前の段階でカルシトニン遺伝子構造の複雑化が起きたことが示唆された。現

在、この複雑化の起源を明らかにする目的で、原始的な脊椎動物である円口類カワヤツメ

ウナギを用い研究を行っている。 

本研究において、我々はカワヤツメウナギゲノムデータベースより、カルシトニン受容

体の遺伝子を同定し、全長配列を決定した結果、脊椎動物カルシトニン受容体と高い配列

類似性をもつことを示した。また組織発現分布解析の結果、脊椎動物と同様の発現パター

ンを示した。さらに浸透圧の変化により受容体遺伝子の発現が変動することも明らかにし

た。現在、カルシトニンペプチドについて解析を進めている。 

 

 

O-8 

カタユウレイボヤにおける CCK/gastrin familyペプチドおよびその受容体の局在解析 

 

 ○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 

 

 Cholecystokinin（CCK）および gastrin は、共通祖先を有する一つのペプチド family を形成

しており、脊椎動物では消化管ホルモンとして作用する。カタユウレイボヤ（Ciona intestinalis）

において、CCK/gastrin ペプチド familyのホモログである cioninおよびその受容体が同定され

ているが、それらの発現局在や機能は不明である。 

本研究において、我々は、カタユウレイボヤにおける cioninおよびその受容体遺伝子の各組織

における相対発現量を解析し、これらの遺伝子が神経複合体において顕著に発現していることを

明らかにした。免疫組織化学による局在解析では、cionin ペプチドが神経複合体の神経節に局

在していることをつきとめた。現在、cionin 遺伝子プロモーター配列を組み込んだ蛍光タンパ

ク発現ベクターを受精卵へ導入し、cionin 作動性神経の走行パターンを検討している。 
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O-9 

海洋深層水の魚類生理に対する影響 

 

○五十里雄大１，佐藤将之 1，小木曽正造 1，関口俊男 1，豊原知足 2，服部淳彦 3，神戸川明 4，

朝比奈潔 5，鈴木信雄 1 

１金沢大学環日本海域環境研究センター 臨海実験施設，2 能登海洋深層水施設，3東京医科歯科

大学教養部，4神戸川研究所，5日本大学生物資源科学部 

 

海洋深層水は表層水とは異なり、幾つかの特徴がある。即ち、１）河川水の影響を受け

ないため、化学物質による汚染を受けにくい点、２）有害な雑菌が少ないという点。３）

無機塩（硝酸態窒素、リン酸、ケイ素等）が豊富であるという点。これらの特徴を生かし

て様々な商品が開発されている。また水産業にも生かされており、魚の養殖にも応用され、

生育がよいという報告もある。しかしながら、深層水の魚類生理に対する詳細な機構を調

べた研究は非常に少ないという現状である。そこで我々は、魚の内分泌学的な側面から研

究を行った。 

能登海洋深層水でメジナを飼育すると表層水で飼育したメジナに比べて、ストレスホル

モンであるコルチゾルの血液中の濃度が有意に低下した。魚介類を深層水に入れて飼育す

るとストレスがなくなるので、長期間蓄養できるということが経験的に知られており、こ

の経験的な現象と本研究の結果は一致する。現在、他のホルモン等についても測定してい

る最中であり、併せて報告する。 

 

 

O-10 

金沢大学が取り組んでいる海洋教育 

 

 ○鈴木信雄１ 

 １金沢大学環日本海域環境研究センター 臨海実験施設 

 

 金沢大学の臨海実験施設を中心に、金沢大学能登オペレーションユニットと金沢大学・

学校教育学類に協力・支援していただき、さらに能登町教育委員会、のと海洋ふれあいセ

ンター、石川県立能登少年自然の家、能登町立小木小学校との連携により、一般社団法人 

能登里海教育研究所（里海研）を 2014 年 11 月に設立することができた。里海研は教育課

程特例校に認定された能登町立小木小学校の「里海科」を支援する。 

ここでは、里海研の設立や小木小学校との連携等について報告する。なお、能登町では、

来年度からすべての小・中学校に海洋に関する教育を実施する予定であり、今後、能登町

の海洋教育を支援・普及していくのが、里海研の役割である。 
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O-11 

 肉食性哺乳類における下顎臼歯の進化形態学 

 

 ○浅原正和１ 

 １三重大学教養教育機構 

 

 哺乳類の臼歯は切り裂きとすり潰しの機能を併せ持つトリボスフェニック型臼歯を基本

形とし、そこから食性に応じてそれぞれの機能を強化、あるいは縮小する形で進化してき

た。特に、肉食性の分類群は切り裂きの機能を強化した裂肉歯を発達させる一方、雑食性、

そして草食性の分類群はすりつぶしの機能を強化した形態の歯を発達させる傾向があると

されてきた。哺乳類食肉目では科以下のレベルで食性の多様化がみられ、臼歯形態にも平

行進化がみられることが示唆されている。もし、これらの形態形質が迅速に食性を反映す

るものであれば、それはこれらの形態形質が変異しやすいということを意味する。しかし、

その発生学的背景については十分な注意が払われてこなかった。今回は発表者の行ってき

た、哺乳類食肉目を中心とする臼歯形態の比較形態学的研究と、臼歯形態発生モデル（抑

制カスケードモデル）の検討と拡張について、未公刊データを交えて報告する。 
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ポスター発表 

 

P-1 

ヒトデ卵母細胞の成熟過程における力学的性質の変化と表層アクトミオシン系 

 

 ○葛山 晶, 藤原理恵, 山本謙也 

 岐阜大学 応用生物科学部 動物発生研究室 

 

 多くの動物卵は成熟過程で、その力学的性質（“かたさ”）が変化する。ヒトデの未成熟卵は

かたい状態にあるが、成熟が誘起されると卵のかたさが急激に減少する。卵のかたさには表層の

アクチンフィラメント（F-アクチン）が関わると考えられているが、かたさの維持機構における

表層アクトミオシン系の役割の詳細については明らかになっていない。そこで本研究は、アクト

ミオシン系阻害剤で処理したイトマキヒトデ卵の表層 F-アクチン量の変化をレーザー顕微鏡を

用いて観察するとともに、卵のかたさを測定することで、卵のかたさの変化におけるアクトミオ

シン系の働きを明らかにすることをめざした。 

 その結果、アクチン重合阻害剤処理卵では、F-アクチン量とかたさの減少が同時に見られたが、

ミオシン II 阻害剤処理卵では、表層 F-アクチン量の大きな変化を伴わずにかたさが減少した。

このことから、ヒトデ未成熟卵のかたさの維持にアクチンとミオシンの相互作用が関わる可能性

が考えられた。 

 

P-2 

光周性によって制御されるミジンコの環境依存型性決定を担う分子基盤の解析 

 

豊田賢治 1, 井口泰泉 1,2 

1基礎生物学研究所 分子環境生物学研究部門, 2総合研究大学院大学 生命科学研究科 

淡水性甲殻類であるミジンコは、好適環境下では単為生殖により雌のみで繁殖するが、環境の悪

化に伴い雄を産生し（環境依存型性決定）、有性生殖によって乾燥や凍結に耐えうる休眠卵を産

出する。ミジンコは性染色体を持たず、雌雄共に同一のゲノム情報を有していることからこの性

決定メカニズムは多くの研究者を魅了している。しかし、実験室環境による雌雄の誘導系が確立

されていないため、ミジンコの性決定機構は未だ大部分が謎に包まれている。そこで我々は、

ミジンコ Daphnia pulex の WTN6 系統を用いて日長条件に応じた雌雄の誘導系の確立に

成功し、雄誘導条件では幼若ホルモン(JH)経路が活性化されることを見出した。さらに、

性決定期におけるトランスクリプトーム解析やメタボローム解析から JH シグナルの上流

候補因子としてイオンチャネル型グルタミン酸受容体経路を、下流応答の候補因子として

プロテインキナーゼ C 関連因子を同定した。本発表では、これらの因子の機能解析から見

えてきたミジンコの性決定カスケードについて議論したい。 
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P-3 

Identification of a novel function of maternal Nanos protein in Drosophila primordial 

germ cells 

 

杉森聖子 1,4、熊田裕司２、小林悟 2,3,4 

 

 １総研大・生命科学・基礎生物学、2 基礎生物学研究所・発生遺伝、３筑波大・生命環境科学・

生物科学、４筑波大・TARA センター 

 ショウジョウバエの初期胚の後極に局在する極細胞質中には生殖細胞の発生に必要かつ十分

な母性因子が含まれている。母性因子の一つである Nanosは，補因子の Pumilio（Pum） ととも

に標的 mRNA の 3'UTRに結合し，その翻訳を抑制することが知られている。これまでの知見から，

生殖細胞の発生過程において，Nanos は始原生殖細胞の細胞分裂や細胞死，体細胞への分化を抑

制する機能を持ち、さらに、始原生殖細胞が生殖細胞へと分化する過程を促進することが明らか

となっている。しかし，Nanosがどのような下流遺伝子を制御することで，生殖細胞の分化を促

進しているのかについては未解明のままである。本研究において，私たちは Nanos の標的となる

遺伝子を網羅的に探索したところ 74 種類 mRNA が極細胞で高発現することがわかった。次に，

これら mRNA が Nanos によって翻訳制御を受けるのかを調べたところ，7 種類の mRNA が Nanos

による翻訳制御を受けることが示唆された。興味深いことに，これらの遺伝子の中の一つである

CG32425は， Nanosによって翻訳が促進されることを示唆する結果を得たので今回報告する。 

 

P-4 

マイワシカルシトニンのクローニング 

 

 ○加瀬陽一１，佐藤将之 1，関口俊男１，鈴木信雄１ 

 １金沢大学環日本海域環境研究センター 臨海実験施設 

カルシトニン（CT）前駆体はプロセッシングを受けて、N 末端と C 末端が切断されるが、成

熟 CT 分子に加えて N 末端及び C 末端も血液中に分泌されることが知られている。さらに、N

末端に骨芽細胞を活性化するという報告もある。CT の N 末端の生理活性と CT の作用を比較す

る目的で、まず CT の全長のクローニングを行った。 

材料としてマイワシを用いて、まず、CT の分泌源である鰓後腺の位置を調べた。サケ CT に

対する抗体を用いて免疫染色すると、マイワシでは心臓と肝臓の間にある心嚢膜の食道側に存在

することがわかった。そこでマイワシから鰓後腺を採取して、CT のクローニングを行った。マ

イワシ CT の部分配列を基にして RACE 法により全長を決定した。マイワシ CT のアミノ酸配

列は、サケ CT と 94％、ヒト CT と 69％の相同性を示していた。N 末端においても CT と同様

にサケ（85％）及びヒト（63％）の相同性を示しており、N 末端は CT と同様に硬骨魚類の中

では保存されていることがわかった。 
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P-5 

魚類のカルシウム代謝に及ぼすフッ素の影響 

 

佐藤将之 1，半本泰三 1，谷内口孝治 1，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 環日本海域環境研究センター 臨海実験施設，2 富山大学 研究推進機構   

遺伝子実験施設，3東京医科歯科大学 教養部 

フッ素は自然界の岩石に存在し、さらにヒトの虫歯予防にも使用されており、高濃度に

摂取しなければ毒性はないと信じられてきた。しかし常に水中で生活している魚類は、フ

ッ素の長期間の曝露に遭遇しており、フッ素の影響を受けている可能性がある。近年、オ

キアミの外骨格に含まれるフッ素が、食物連鎖により魚類の骨に蓄積することが報告され、

魚に影響を及ぼしている可能性が高い。そこでキンギョを用いて、フッ素（NaF）が魚類

のカルシウム代謝に及ぼす影響を解析した。 

ウロコ（骨モデル）を用いたバイオアッセイ（in vitro）により解析した結果、10−5M で

破骨細胞の活性が有意に上昇し、骨芽細胞活性においても上昇傾向がみられた。さらに破

骨細胞及び骨芽細胞のマーカー遺伝子の mRNA 発現を qRT-PCR で解析した結果、両方の

マーカー遺伝子の発現が有意に上昇した。in vivo の実験においても、フッ素（0.5 μg/g bw）

をキンギョの腹腔内に投与すると血中カルシウム濃度が上昇し、フッ素が魚類のカルシウ

ム代謝に影響を及ぼしていることが判明した。 

 

P-6 

低出力超音波パルスの破骨細胞に対する作用 

 

○半本泰三 1，田渕圭章 2，近藤 隆 3，北村敬一郎 1，関口俊男 1，高垣裕子 4，服部淳彦 5，

鈴木信雄 1 

1金沢大学環日本海域環境研究センター，2富山大学研究推進機構遺伝子実験施設，3富山大学

大学院医学薬学研究部，4神奈川歯科大学大学院口腔科学講座，5東京医科歯科大学教養部  

超音波は臨床分野で骨折治療に対して大きな効果あることがわかっており、超音波の条

件に関しては出力、照射時間ともに経験的に決まっている。しかし超音波は骨折した骨の

表面にしか効かず、加えて骨基質を含む骨芽細胞と破骨細胞の共存培養が可能な良いモデ

ルがなかったため、超音波の骨折治療に関する詳しいメカニズムは不明な点が多い。 

そこで本研究では骨基質を有する魚（キンギョ及びゼブラフィッシュ）のウロコを骨の

モデルとして使用し、超音波（LIPUS: Low-intensity pulsed ultrasound）の骨芽細胞と破

骨細胞に対する作用をリアルタイム PCR、ホールマウント染色法を用いて調べた。その結

果、ゼブラフィッシュのウロコを用いた実験では超音波により骨芽細胞が活性化され、破

骨細胞が抑制されることがわかった。キンギョのウロコを用いたホールマウント染色では

破骨細胞においてアポトーシスが起こっていることが確認された。さらに超音波の破骨細
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胞に与える影響について特に着目し、リアルタイム PCR を用いて破骨細胞の遺伝子発現量

の変化についてタイムコースを追って解析中である。これらの結果を報告する。 

 

 

P-7 

ヤマトシロアリにおける TALENを用いた遺伝子の機能破壊の試み 

 

○波多野翼 1, 前川清人 1 

1富山大学院 理工学教育部  

 近年、社会性昆虫を対象とした研究領域では、ゲノム配列を利用した網羅的な遺伝解析が可能

となり、古典的な社会行動学や生態学に分子生物学が融合した「ソシオゲノミクス」が興隆して

いる。研究が遅れていたシロアリにおいても、数種でゲノム解読が進められており、今後、重要

遺伝子の機能を詳細に把握することが求められてくるだろう。その際にゲノム編集技術は極めて

有効な方法であるが、一般に世代時間が長い社会性昆虫では適用が難しい。そこで本研究は、人

為的に生殖系列の個体を誘導できるヤマトシロアリを用いて、TALEN 法を用いたゲノム編集技術

の確立を目指した。標的として体色に関わる酵素遺伝子 (Lac2) を選定した。2 種類の方法で

TALEN コンストラクトを作製し、SSA アッセイにより蛍光強度を測定した。その結果、高い切断

活性を持つコンストラクトが作製できた。産卵後 24 時間以内の胚にコンストラクトを打ち込み、

飼育 3日後の卵から DNAを抽出し変異が生じているかを確認している。孵化条件の検討結果も踏

まえて、シロアリにおけるゲノム編集技術の適用の可能性を議論する。 

 

 

P-8 

軟体動物・頭足類のクリプトクロム 

○吉田光里 1、岸上明生 1 

1岐阜女子大学大学院・生活科学研究科 

 

 真核生物の概日リズムの分子機構を構成し、光受容体としても働くクリプトクロム(CRY)は、

生物界に広く存在する DNA光修復酵素(PHR)の同族遺伝子のタンパク質である。PHR は、FADと第

2 発色団を持ち、光反応の分子物性と DNA 修復の関係が解析されている。動物の CRYは、第 2発

色団を含まない状態で調製された発現タンパク質で研究されている。生体由来の CRY を調製して、

第 2発色団の有無を確認し、光反応物性の研究を補完する必要がある。タンパク質の大量調製が

比較的容易な材料となりうる軟体動物頭足類の網膜について、CRYの存在可能性を検討した。公

開されているタコ全ゲノム研究の網膜遺伝子ライブラリーを検索して、3種類の CRY 遺伝子を確

認した。また、スルメイカ網膜の水溶性分画に、抗 Xl-CRY 抗体が交差反応するタンパク質が含

まれていた。したがって、頭足類の網膜は、CRYタンパク質を含むと考えられる。 
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P-9 

ウミニナ類の生息干潟と遺伝型の解析 

 

 ○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科 

 

 干潟に生息する多くのベントスはプランクトン幼生期を持つ。この間、幼生は水流などの影

響により、誕生した生息場所からは大きく離れた場所まで流される可能性もある。もしそこが生

息可能な場所（干潟）であれば、ベントスは幼生期を持つことにより生息範囲を拡げることがで

き、個体群の拡大につながる。一方、生息不可能な場所であれば、幼生は定着することなく死滅

することになる。このような観点から、単一の干潟ではなくプランクトン幼生の行き来が可能な

複数の干潟を生息地のネットワークとして保全することの重要性が論じられている。しかし、実

際にある干潟で生まれたプランクトンがどの程度他の干潟に分散するのか、実証的に示すことは

難しい。そこで私たちは、伊勢湾内の複数の干潟からウミニナ類を採取し、これらの遺伝的多型

に特定の干潟特異的なものがあるのかを解析し、これによって幼生期に干潟間の交流があるのか

を検討した。 

 

 

P-10 

タゴガエルにおける消化管リモデリングの解析 

 

 ○小林大士１，岸亮太１，山路草太１，坂本和歌子１，山口雅裕１ 

 １鈴鹿高専生物応用化学科 

 

 無尾両生類では、変態期に消化管の作りかえが生じることが知られている。この過程はアフ

リカツメガエルで特によく解析されており、幼生の消化管上皮を構成する細胞の殆どが細胞死に

よって除去され、新しく成体の消化管上皮を構成する細胞が増殖・分化することで、草食性の消

化管から肉食性の消化管に作りかえられる。しかし、タゴガエルは幼生期に摂餌せず、短期間で

成体へと変態を完了する。このような生活史を獲得した種においても、変態期のリモデリングが

保存されているのかは判っていない。そこで私たちは、組織学・免疫組織化学的解析によって、

タゴガエル変態期における消化管の構造を解析した。その結果、胃上皮では変態期に未分化細胞

が基底部側に出現し、また上皮細胞に多数の細胞死、細胞増殖が観察されたことからリモデリン

グが生じていることが示唆された。現在、幼生期の胃は機能しうるのか、消化酵素関連因子の免

疫染色で解析中である。 
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P-11 

濃尾平野北部の水田におけるトノサマガエルとナゴヤダルマガエルの分布 

 

 ○冨樫麗衣，佐藤和美，岩澤 淳 

 岐阜大学応用生物科学部 

 

 濃尾平野の水田地帯に生息する代表的なカエルであるトノサマガエル（Pelophylax 

nigromaculatus）とナゴヤダルマガエル（Pelophylax porosus brevipodus）は外部形態や生態

に類似点が多く，近年の生息環境の悪化から交雑個体の出現も懸念されている。そこで，岐阜市

を中心とした濃尾平野北部で両種を捕獲し，外部形態の分類と母系の判別を行った。外部形態は

4 つの形質に注目してフローチャートを作成し，トノサマガエル，ナゴヤダルマガエル，中間の

3 つに分類した。母系判別には光田ら（2011）の方法（PCR-RFLP 法）を用いた。外部形態か

ら中間に分類されたのは調査した個体（n=698）の 2.3 %で，外部形態と母系判別の結果はよく

一致した。また，両種の外部形態と母系判別の結果と，岐阜市周辺の水田の水入れ時期を地図上

で比較したところ，水入れが遅い地域にはトノサマガエルの分布が少ないという傾向がみられた。 

 

 

P-12 

伊勢湾有滝海岸に漂着したオガワコマッコウ（Kogia sima）について 

 

 ○古山歩1，若林郁夫2，北村淳一3，吉岡基1
 

1三重大生物資源，2鳥羽水族館，3三重県総合博物館 

 

2015年 4月 21日に三重県伊勢市有滝海岸にてオガワコマッコウ（Kogia sima）のストランデ

ィング個体が発見された．同月 24 日，プロポーションの計測と解剖を行い，全身の骨格および

筋肉・脂皮，胃内容物の一部を採取した．計測・解剖の結果，体長 207.4 ㎝，性別オス，体表に

はダルマザメと思われる咬み跡が数か所見られ，胃内からはイカ類の顎板や魚の耳石が見られた．

口腔および消化管内には多数の寄生虫が見られた．国立科学博物館がまとめたストランディング

データベースによると，日本での本種のストラディングは 1980 年以降，沖縄から北海道まで太

平洋岸の各地で 110件確認されており，これまで未発見は青森県・岩手県・宮城県・三重県の 4

県のみであった．今回，初めて本種のストランディングが三重県で発見されたことにより，沖縄

県から福島県まで太平洋岸で連続的にストランディングが確認された． 
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P-13 

アコヤガイ真珠のグレードに影響を与える真珠の微細構造 

 

○佐藤友１，青木秀夫２，古丸明１ 

１三重大・院・生資，２三重県水産研究所 

 

アコヤガイ養殖真珠には,表面に見える真珠層と内部の核（真珠の中心）の間に稜柱様構造が

形成される場合がある.商品価値のある真珠においても,稜柱様構造はグレード低下の要因とさ

れるものの,知見は一部の非商品真珠に限られている.一方で,表面付近の真珠層の微細構造もグ

レードに影響を与えることが想定されている. 以上より,本研究では,真珠の核付近および表面

付近の微細構造が真珠のグレードに与える影響を明らかにすることを目的とした. 

一人の技術者により品質評価されたグレード A1（最高級品）,A2（良）,A3（並）の真珠各 5

個（合計 15個）を用いた。走査型電子顕微鏡により断面構造を観察し,真珠１個につき稜柱様構

造の厚さ（5 ヶ所）,核付近 60層の真珠層一層の厚さ（3 ヶ所）,中層 60 層の真珠層一層の厚さ

（3ヶ所）,表面付近 60層の真珠層一層の厚さ（3ヶ所）を計測した。これにより,真珠グレード

への各微細構造の影響について検討した。 

 

 

P-14 

能登町（石川県）の海洋教育 

 

 ○浦田 慎１，松本京子 1，谷内口孝治 2，鈴木信雄 2，早川和一 2 

 １能登里海教育研究所，２金沢大学環日本海域環境研究センター 

 

 能登半島の内浦に面する能登町は、海産生物の豊富である九十九湾を擁し、古くから海洋

教育と研究の好適地として知られてきた。平成 27 年度からは、能登町立小木小学校が海洋教

育の教育課程特例校の認定を受けて、「里海科」の授業が全学年で開始されるなど、より積

極的な海洋教育の試みが開始されている。本発表では、この全国に先駆けた取り組みの現

状を報告し、同地の教育機関である能登町教育委員会、のと海洋ふれあいセンター、石川

県立能登少年自然の家と連携してこれをサポートする能登里海教育研究所の活動を紹介す

る。単なる課外活動としての海洋学習でなく、正規の授業として「里海科」を実施する上で、

課題となる教材開発や単元目標の位置づけ、評価基準について、どのような支援が必要であり、

また支援が可能であるか、論じる機会としたい。 
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P-15 

新型アリ飼育容器を用いたアリの営巣の比較検討 

 

○岡﨑こころ，後藤太一郎 

三重大学教育学部理科教育生物 

 

アリの巣作りを主体とした観察には幅の狭い水槽に砂やゲル状の基質を入れたものがあ

り、多くの飼育容器が販売されている。私たちは、これまでに数種のアリの巣観察キット

を使用したが、短時間のうちにアリが死亡したり、営巣をしてもわずかであった。そこで、

作成が簡単でアリが巣を作りやすい環境を重視した容器「名称：不思議の国のアリ巣」を

2012 年に考案し、小学生を対象に実践を行った。この飼育容器を用いることで、短期間で

営巣を開始することや、長期飼育が可能という結果を得た。本研究では、「不思議の国のア

リ巣」を教育現場で活用するために、営巣が短時間でみられ、かつ長期間にわたる飼育観

察に適した種や、容器に投入する個体数について検討した。また、飼育過程で観察できる

行動についてできるだけ明らかにすることで、社会性昆虫の行動に関する学習への発展に

ついても検討した。 

 

  



28 

 

高校生の部・口頭発表 
 

HO-1 

カシパンウニの流体力学と生態 

 

 ○田中 誠人１，○田中 智也１，泰圓澄 智１，伊藤 康烈１，橋本輝己２ 

 １福井県立鯖江高等学校生物クラブ，２福井県立鯖江高等学校教諭 

 

 カシパン類は砂底に生息する不正形ウニの総称であり、世界に約 200種類が知られている。そ

れらの中には、生息海域や生息深度、移動性や潜行性のものなどがあり、さまざまな環境に適応

している。カシパンが、海中で潮の流れに耐えたり、砂の中を移動したりする必要上、必然的に

抵抗が小さい独特の形態となって進化してきたことは想像に難くない。カシパンの形態的特徴と

生息環境の間にはどのような関係があるのだろうか。また逆に形態から生息環境を類推すること

は可能であろうか。 

本研究では、流水水槽を作成し、流水中にカシパン裸殻を吊すことにより生じる抵抗と揚力を

測定した。また、流水中における最大静止流速を求めた。可能な限りさまざまな種類のカシパン

を用いてその特性を測定したところ、その傾向は、カシパン種の生態と密接な関連性が認められ

た。さらに化石種についても同様の測定を試みたところ、その生息環境について言及することの

可能性を感じたので、これらの結果を報告する。 

 

HO-2 

越前海岸潮間帯のヤドカリ調査 

 

 ○泰圓澄 智１，田中 誠人１，田中 智也１，伊藤 康烈１，橋本輝己２ 

 １福井県立鯖江高等学校生物クラブ，２福井県立鯖江高等学校教諭 

 

越前海岸を調査地とし、満潮時刻にそこの潮間帯に生息する巻貝（ヤドカリ含む）を集めて調

査した。集めた巻貝は、総数で 1,376個体で、生きたもの、ヤドカリ種ごとに区分しカウント

した。調査地では、ホンヤドカリとユビナガホンヤドカリの２種が観察された。これらの数を数

え、巻貝種ごとに比較することによって、ヤドカリが嗜好する貝種があるのか否かを検討した。

さらに巻貝については、貝殻の右巻きと左巻きを確認し、ヤドカリについてはどちらの鋏が大き

いかをチェックした。 

その結果、ヤドカリは種ごとに貝殻嗜好性があること、上記すべてのヤドカリは、右の鋏が大

きいこと、観察された貝はすべて右巻きであることが明らかとなった。 
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HO-3 

 ネコギギ生息地発見からの７年－鈴鹿川水系の環境調査ⅩⅢ－ 

 

 ○伊藤敦１，佐藤晴海１，三谷海斗１，堀啓佑１，川原直輝１，西村拓真１，安田拓真２，西飯信

一郎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顧問，  

  

私たちは、鈴鹿川水系におけるネコギギのモニタリングを 2004年から開始し，2008年８

月にネコギギの高密度生息地（区間１・上流側の区間）を発見した。しかし，同年９月に

区間１は土砂災害に見舞われネコギギの個体数が３分の１に減少したため，その後の経過

を記録した。土砂災害の２年後からは成魚の個体数が増加し、５年後からは個体数，齢構

成ともに安定した。また、区間１の上流部については，流速，水深そして河床材料を記録

し，2009年から 2015 年の７年間で結果を比較したところ、物理的環境が完全に復活するま

でに，およそ７年かかる事が分かった。今後、同様の土砂災害が起こりネコギギを避難さ

せる場合は、本研究が参考になるだろう。また、今回の結果は、環境が整えば個体群が復

活する事を示し、安易な放流よりも環境改善こそが重要だと訴えるための良い材料となる。 

 

HO-4 

伊勢湾におけるナメクジウオの幼生採集について 

 

 ○泉 貴仁１，濱地 健太，森本 光，森本 光祐，里中 柊介，柳谷 雄大，川口 実 

  １三重県立宇治山田高等学校 生物部 

 

 脊椎動物への進化の証人として、注目され始めたナメクジウオが伊勢湾沿岸や熊野灘で採集されている。

本校の生物部も数年前から、伊勢湾内でナメクジウオ（ヒガシナメクジウオ）の生息を確認し、その幼生の

採集を行ってきた。 

 三重県周辺での採集報告が大学などの調査機関が大型船によりドレッジにより採集されたもので、沿岸の

５０ｍ程度の深さから採集されている。私達にはそういう大がかりな採集は出来ないので、採集記録のあっ

た最寄りの漁港や沿岸からプランクトンネットにより、ナメクジウオの幼生を採取することにした。 

 今年の採集は8月21日に27匹を始めに、10月10日までに100匹を超えるナメクジウオの幼生の採集に成

功した。最近に採集された個体は、最近では６mmを超える個体も採集されている。ナメクジウオの幼生は半

透明で、成体の筋肉の発達した個体よりも脊索や神経管などの内部構造を見るのに適している。 

 今後、ナメクジウオの幼生はどの位に成長した後に海底に着底し、海底生活をするのか等の生活のようす

を突き止め、不明な生態を解明していきたい。 

また、三重県沿岸ではナメクジウオの成体は海底の深いところで採集されているが、アメリカのフロリダ海

岸のように私達が採取できる程度の生息地はないものかと、伊勢湾内を中心に調査を進めたい。 



30 

 

高校生の部・ポスター発表 
 

HP-1 

四日市四郷高校のコシアカツバメの営巣状況について 

 

 ○平岡徹１，河田暁仁２ 

 １三重県立四日市四郷高等学校，２自然科学部 

 

 四日市四郷高校には、毎年、春になると夏鳥のコシアカツバメが渡って来ます。校舎や

体育館に、トックリ型の独特の形をした巣をつくり、繁殖や子育てをして、秋には去って

いきます。私たちは、学校で生活を伴にしている彼らをよく知りたいと思い、観察を始め

ました。 

 まず、最も興味をひかれたのは、営巣状況です。校舎にはたくさんのコシアカツバメの

巣があります。その中には、もちろん利用しているものもありますが、昨年作られて、今

年は使われず残っているものや、スズメが横取りして使っているもの、今年作ったのだが

途中で使うのをやめたものなどがあり、混然としています。 

私たちは、四日市四郷高校のコシアカツバメが、いつどこに巣をつくり、利用し、使わ

なくなるのかを知りたいと思い調査をしました。 

 

 

HP-2 

三重県名張市青蓮寺ダム周辺の獣害に関する調査 

 

 ○中橋佑喜１，亀永光司２，髙木唯輔３ 

 １,２,３三重県立名張西高等学校科学部 

 

 三重県立名張西高等学校は，名張市百合が丘の高台に位置し，周囲を山林に囲まれ，自然に

恵まれた環境に置かれている。本校科学部は，昨年度より学校周辺の地域に生息する野生動物に

ついて調査しており，今年度は野生動物による被害の状況について調査・研究することによって

地域社会に貢献したいと考え，獣害の原因となる野生動物の生態調査をおこなった。調査方法と

してカメラトラップとラジオテレメトリーを実施し，田畑を荒らすイノシシ等を自動撮影カメラ

で監視したり，ニホンザルの雌個体に取り付けられた発信器の電波を受信して群れの動きを追い，

群れの位置情報等を地域の方々に向けて発信したりした。調査の結果，イノシシ等の出没頻度や

活動時間帯，ニホンザルの群れの行動範囲等について徐々に明らかになっていった。今後も同様

の調査を継続し，野生動物と共存していく方法を模索するためのより有用なデータの蓄積・分析

をおこなっていきたい。 



参加者一覧

番号 氏名 所属 発表 懇親会 支部会議
1 吉田光里 岐阜女子大学 P-8
2 岸上明生 岐阜女子大学 P-8
3 岩澤　淳 岐阜大・応用生物 P-11 ○ ○
4 冨樫麗衣 岐阜大・応用生物 P-11 ○
5 佐藤和美 岐阜大・応用生物 P-11 ○
6 山本謙也 岐阜大学 応用生物科学部 P-1
7 葛山　晶 岐阜大学 応用生物科学部 P-1
8 榮　雄大 基礎生物学研究所，生殖遺伝学研究室 O-1 ○
9 豊田賢治 基礎生物学研究所 P-2

10 杉森聖子 総合研究大学院大学 生命科学研究科 P-3
11 井口泰泉 基礎生物学研究所 ○ ○
12 成瀬　清 基礎生物学研究所 ２９日のみ
13 河村聡一郎 富山大学大学院理工学教育部 O-4 ○
14 瀧沢美翔 富山大学大学院理工学教育部 O-5 ○

15 今野紀文 富山大学大学院理工学教育部 O-6

16 波多野 翼 富山大学大学院理工学教育部 P-7 ○

17 前川清人 富山大学大学院理工学教育部 P-7 ○ ○
18 松田恒平 富山大学大学院理工学教育部 O-6 ○ ○
19 関口俊男 金沢大学環日本海域環境研究センター O-7 ○
20 谷口詩穂 金沢大学環日本海域環境研究センター O-8 ○
21 五十里雄大 金沢大学環日本海域環境研究センター O-9 ○
22 鈴木信雄 金沢大学環日本海域環境研究センター O-10 ○ ○
23 加瀬陽一 金沢大学環日本海域環境研究センター P-4
24 佐藤雅之 金沢大学環日本海域環境研究センター P-5 ○
25 半本泰三 金沢大学環日本海域環境研究センター P-6 ○
26 浦田　慎 （社）能登里海教育研究所 P-14 ○
27 大島　結 石川県立大学大学院　生物資源環境学研究科 O-3
28 浅見崇比呂 信州大学学術研究院理学系 ○ ○
29 西郷　孝 愛知県立旭丘高等学校 ○

30 橋本輝己 福井県立鯖江高等学校
HO-1
HO-2

31 田中智也 福井県立鯖江高等学校
HO-1
HO-2

32 田中誠人 福井県立鯖江高等学校
HO-1
HO-2

33 伊藤康烈 福井県立鯖江高等学校
HO-1
HO-2

34 橋本輝己 福井県立鯖江高等学校
HO-1
HO-2

35 西飯信一郎 鈴鹿高等学校自然科学部 HO-3 ○
36 安田拓真 鈴鹿高等学校自然科学部 HO-3
37 伊藤　敦 鈴鹿高等学校自然科学部 HO-3
38 佐藤晴海 鈴鹿高等学校自然科学部 HO-3
39 堀啓　佑 鈴鹿高等学校自然科学部 HO-3
40 三谷海斗 鈴鹿高等学校自然科学部 HO-3
41 川原直輝 鈴鹿高等学校自然科学部 HO-3
42 西村拓真 鈴鹿高等学校自然科学部 HO-3
43 川口　実 三重県立宇治山田高等学校生物部 HO-4
44 泉　貴仁 三重県立宇治山田高等学校生物部 HO-4
45 濱地健太 三重県立宇治山田高等学校生物部 HO-4
46 森本　光 三重県立宇治山田高等学校生物部 HO-4
47 森本光祐 三重県立宇治山田高等学校生物部 HO-4
48 里中柊介 三重県立宇治山田高等学校生物部 HO-4
49 柳谷雄大 三重県立宇治山田高等学校生物部 HO-4
50 田中吾飛夢 三重県立四日市四郷高等学校自然科学部 HP-1
51 平岡　徹 三重県立四日市四郷高等学校自然科学部 HP-1
52 河田暁仁 三重県立四日市四郷高等学校自然科学部 HP-1
53 竹内竜馬 三重県立名張西高等学校 HP-2



議会部支会親懇表発属所名氏号番
2-PH校学等高西張名立県重三喜佑橋中45
2-PH校学等高西張名立県重三司光永亀55
2-PH校学等高西張名立県重三輔唯木高65

57 山口雅裕 鈴鹿高専　生物応用化学科
P-9

P-10
○

58 村山　椋 鈴鹿高専　応用物質工学専攻 P-9 ○
○01-P科学化用応物生　専高鹿鈴士大林小95

2-O科究研学源資物生学大重三勝　田堀06
○21-P科究研学源資物生学大重三歩　山古16

31-P科究研学源資物生学大重三友　藤佐26
63 千藤　咲 三重大学生物資源学研究科
64 山崎優作 三重大学生物資源学研究科

○○科究研学源資物生学大重三明　丸古56
○科究研学源資物生学大重三基　岡吉66
○科究研学源資物生学大重三一功村河76
○11-O構機育教養教学大重三和正原浅86
○51-P育教科理部学育教学大重三ろここ﨑岡96
○育教科理部学育教学大重三美瑛道中07
○育教科理部学育教学大重三史将野久17
○育教科理部学育教学大重三衣祐原山27
○育教科理部学育教学大重三望　切岩37
○育教科理部学育教学大重三太健田小47
○育教科理部学育教学大重三輔大山平57

○○育教科理部学育教学大重三郎一太藤後67

公開講演会
○ータンセ眉白学大都京貴将　細
○科究研学理学大戸神哉拓藤佐

○箱手玉の球地
○」TFARC AWAZEMU「
○トスゲawufasa
○トスゲ子紗美田平

マニアックアートサークル　生物部

平成２７年度　日本動物学会中部支部大会　大会実行委員
後藤太一郎・古丸　明・吉岡　基・河村功一・平山大輔・山口雅裕・浅原正和
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