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プログラム 

9:30～ 大会受付開始、ポスター掲示 

10:00～10:05 開会挨拶 沼田 治 日本動物学会関東支部第 69回大会長 

10:05～12:05 公開シンポジウム「生殖細胞に秘められたパワーを解く」 

12:05～12:10 支部会長挨拶 阿形 清和 日本動物学会関東支部会長 

12:15～13:00 日本動物学会関東支部総会（1階 134講義室） 

13:00～14:00 昼休み 

14:00～16:00 ポスター発表（1階 117、118、122講義室） 

14:00～15:00 奇数番号発表 

15:00～16:00 偶数番号発表 

16:00  ポスター撤去 

17:00～19:00 懇親会（お茶の水女子大学食堂 16:30 開場） 

 

 

公開シンポジウム『生殖細胞に秘められたパワーを解く』 

10:05～12:05 １階 134講義室 

・小林 悟 教授（筑波大学生命領域学際研究センター） 

   「はじめに～永遠の命をもつ生殖細胞の不思議～」 

・林 克彦 教授（九州大学大学院医学研究院） 

  「試験管内で機能的な生殖細胞をつくる 

～試験管内で世代交代はできるのか？～」 

・吉崎 悟朗 教授 （東京海洋大学海洋生物資源学科） 

    「生殖細胞を借り腹でつくる ～マグロを絶滅から救えるのか？～」 

 



参加者の皆様へ 

2 

 

参加者の皆様へ 

大会受付 

・大会受付は、筑波大学東京キャンパス文京校舎１階ロビーで行います。 

・大会参加費は無料です。 

・発表はポスターのみとします。ポスターの大きさは原則として A0サイズ（横

85cm、縦 120cm）以内にして下さい。 

・連名発表者に支部会員がいれば発表できます。小学生・中学生・高校生ポス

ターの場合には支部会員が連名発表者である必要はありません。 

 

大会会場 

・ポスター会場は 1階 117、 118、122講義室です。 

シンポジウム会場は 1階 134講義室です。 

 

・演題番号が奇数の発表者は 14:00～15:00、偶数の発表者は 15:00～16:00にポ

スターの前で解説をお願いします。 

・ポスター発表終了後は速やかにポスターの撤去をお願いいたします。 

 

・休息や食事には会場周辺の飲食店などをご利用下さい。 

 

懇親会 

・お茶の水女子大学キャンパス内の大学食堂で行います。 

・懇親会費は一般会員・学生会員ともに 3500円です。 

・懇親会会場は 16:30に開場いたします。 

・懇親会は 17:00～19:00までになります。 

 

その他 

・大学敷地内には駐車スペースがありませんので、自動車でのご来校はご遠慮 

ください。 

・大学構内は禁煙です。喫煙は屋外の決められた場所でお願いいたします。
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問い合わせ先 

〒415-0025 静岡県下田市 5-10-1 筑波大学 下田臨海実験センター 

Tel: 0558-22-1317（代）e-mail: kanto2017@shimoda.tsukuba.ac.jp 

日本動物学会関東支部第 69回大会 準備委員会 

電話による問い合わせは 3月１７日までになります。 

それ以降はメールでお問い合わせ下さい。 

大会当日は受付までお越し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

日本動物学会関東支部第 69回大会 準備委員会 

大会長   筑波大学生命環境系 沼田治 

準備委員長 筑波大学生命環境系下田臨海実験センター 稲葉一男 

準備委員  筑波大学生命環境系 本多正尚 

準備委員  筑波大学筑波大学生命領域学際研究センター 小林悟 

準備委員  筑波大学生命環境系下田臨海実験センター 笹倉靖徳 

準備委員  筑波大学生命環境系 中野賢太郎 

準備委員  筑波大学生命環境系下田臨海実験センター 谷口俊介 

準備委員  筑波大学生命環境系下田臨海実験センター 中野裕昭 

準備委員  筑波大学生命環境系下田臨海実験センター 柴小菊 

準備委員  筑波大学生命環境系下田臨海実験センター 堀江健生 
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筑波大学東京キャンパスへのアクセス 

 

・東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷駅」下車、徒歩５分。 

＊「出口１」から出た場合です。 

 

 

 
http://www.tsukuba.ac.jp/access/bunkyo_access.html より 

 

xは交番で、目印になります。 
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筑波大学東京キャンパス配置図 

 

 

 

 

 

・正面玄関より校舎に入っていただくと、1 階にシンポジウム(134 講義室)、  

総会(134講義室)、ポスター(117、118、122講義室)の各会場があります。

大会会場 

正面玄関 



発表会場（筑波大学東京キャンパス）へのアクセス 

6 

 

文京校舎１階案内図 

 
・公開シンポジウム会場 （１階 134講義室） 

・ポスター会場 （１階 117, 118, 122講義室）

公開シンポジウム

会場 

ポスター会場 

ポスター会場 ポスター会場 

 

大会受付 



懇親会会場（お茶の水女子大学生協）へのアクセス 
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懇親会会場は発表会場から徒歩 7分です。 

ルートを以下に示します。 

 
＜お茶の水女子大学キャンパスマップ＞ 

懇親会のある建物は１０番です。 

 

http://www.ocha.ac.jp/help/campusmap_l.html#no1 
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公開シンポジウム 

 

新学術領域研究「動物における配偶子産出システムの制御」後援 

「生殖細胞に秘められたパワーを解く」 

 

 

はじめに ～永遠の命をもつ生殖細胞の不思議～ 

筑波大学生命領域学際研究センター 

小林 悟 教授 

 

個体の体を構成する細胞は「体細胞」と呼ばれているが、体細胞は、個体の最期とと

もに死を迎える。一方、生殖細胞は次世代を生み出す能力をもつ。生殖細胞から次世代

の個体が発生する過程で、ふたたび生殖細胞が作られ、さらにその生殖細胞から次世代

が生み出される。この過程が繰り返されることにより、生き物は絶えることなく世代交

代を繰り返えしてきた。すなわち、生殖細胞は体細胞と異なり、「不死」であると言っ

ても過言ではない。では、この能力はどのように獲得されるのであろうか？それを知る

ためには、発生過程で生殖細胞が生み出されるメカニズムを明らかにする必要がある。

私は、ショウジョウバエを材料にしてこの問題に取り組んできた。ショウジョウバエの

初期胚の後端には、「生殖質」と呼ばれる細胞質があり、それを取り込んだ細胞のみが

生殖細胞になる。さらに、その生殖質を体細胞に取り込ませると、その細胞は生殖細胞

に分化する。このことは、生殖質中には「体細胞になるな」、「生殖細胞になれ」と命令

する分子が存在していることを物語っている。本講演では、このような働きを持つ分子

を紹介するとともに、なぜ生殖細胞は「不死」のように見えるのかについて考察したい。 
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試験管内で機能的な生殖細胞をつくる ～試験管内で世代交代はできるのか？～ 

九州大学大学院医学研究院 

林 克彦 教授 

 

哺乳類の生殖細胞に関連する研究はめまぐるしく移り変わり、新しい個体を作るとい

う性質上、時には社会を巻込んだ議論を引き起こす。試験管内で精子や卵子を自由に作

れるとしたら、何の役に立ち、どのような世の中になるだろうか？科学技術の発展速度

は予想がつかず、急激な進展がおこった際には、時に社会的認知や倫理が追いつかない。

大きくは原子力の利用がそうであるし、クローン動物や iPS細胞の開発もこれにあたる

であろう。体外培養における精子や卵子の産生も遠からずこれにあたる。基礎研究にお

いては配偶子の形成過程を解明するための極めて有効なツールとなりうるが、その一方

でその産物をどう使うかについては様々な角度からの議論が必要である。実験動物を用

いた最近の研究では、例えば尻尾からも卵子や精子ができることがわかっている。本会

では最近の体外培養における配偶子産生に関わる研究結果を発表し、その利用方法につ

いて議論していきたい。 

 

 

生殖細胞を借り腹でつくる ～マグロを絶滅から救えるのか？～ 

東京海洋大学 海洋生物資源学科 

吉崎 悟朗 教授 

 

現在クロマグロを始め多くの魚たちが、乱獲や、環境破壊によって減少している。も

し、サバのような小型で飼育が容易な魚種がクロマグロの卵や精子を作るようになれば、

100kgをこえる巨大なマグロの親を飼育する必要がなくなり、陸上の小型水槽でマグロ

の受精卵を簡単に生産することが可能になると期待される。また、凍結細胞から生きた

魚を作れるようになれば、絶滅が危惧されている魚種の遺伝子資源を半永久的に凍結保

存し、これらの細胞をいつでも個体に改変することも可能になる。演者らの研究でこれ

らの話が現実のものになりつつある。成魚の精巣や卵巣を解離して、これらの細胞懸濁

液を孵化直後の異種宿主の腹腔内へと移植するだけで、移植細胞に含まれる生殖幹細胞

が宿主の生殖腺へと移動し、そこで配偶子形成を完了することを見出した。最近では超

低温庫内で 3年間凍結した魚体から生殖幹細胞を調整し、これを異種宿主へと移植する

ことで、凍結個体に由来する卵や精子を生産することも可能になっている。本講演では、

これらの方法と原理、展望を紹介する。 



一般ポスター発表要旨 
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一般ポスター発表要旨 

P-1 

エダアシクラゲのドーパミン合成系の遺伝的・生化学的解析 

〇鈴木美奈子、原怜、一瀬宏、梶谷嶺、伊藤武彦、立花和則 

東京工業大学生命理工学研究科 

刺胞動物の神経系は進化的に最も古く、その解明は、神経系の起源と進化を知る上で

極めて重要である。本研究では、刺胞動物のエダアシクラゲのドラフトゲノムと cDNA

の配列を用いて、神経伝達物質関連遺伝子のアノテーションを行った。その結果、ヒト

では、ドーパミンの合成酵素が 1 種類しかないが、エダアシクラゲでは 6 種類存在する

ことなどが分った。さらに、ドーパミンは哺乳類の中枢神経で機能するが、散在神経系

のクラゲにおけるドーパミンの機能を明らかにするために、存在と合成を生化学的に検

討した結果を報告する。 

 

P-2 

キイロショウジョウバエを用いた OLETF ラット由来の Nidd2/of における候補遺伝子のスク

リーニング 

○鈴木成実、小林牧人、小瀬博之 

国際基督教大学教養学部 

２型糖尿病モデル OLETF ラットの高血糖原因遺伝子座、Nidd2/of はその領域の両

端に LOD スコアのピークを持つ。本研究では近位側のピークに着目し、ショウジョウ

バエにおける 22 個のオーソログ遺伝子に対して RNAi ノックダウン変異体を作成し、

摂食及び絶食条件下で網羅的なトレハロース測定を行った。結果、Zn フィンガー転写

因子の１つであるCG31632のノックダウン変異体が摂食条件下でのみ高トレハロース

値を示した。代謝・恒常性関連遺伝子の栄養制御の可能性と糖尿病制御遺伝子の多様性

が改めて示唆された。 

 

P-3 

ショウジョウバエの下向き飛行における行動変化 

○松山奈央、最上善広 

お茶の水女子大学理学部生物学科 

ショウジョウバエにおいて比較的頻繁に観察される下向き飛行、および着地行動の詳

細について解析した。方法として麻酔により行動をできなくしたショウジョウバエの自

由落下、そして自由行動ができる状態のショウジョウバエの下向き飛行および着地のそ

れぞれの行動をハイスピードカメラで撮影を行った。その結果を総合することでショウ

ジョウバエにおける上方へ移動・羽ばたき・着地の一連の流れにおける行動が明らかに

なった。次に着地行動における挙動を解析したところ、肢をばねのように使うことで壁

面へ着地している行動が確認された。 
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P-4 

ゼブラフィッシュ黒色素胞に発現する GABA受容体遺伝子の解析 

〇河西亜希子、田中千香也、篠田章、太田一正 

東京医科大学医学部生物学教室 

硬骨魚類色素細胞の運動性は交感神経系や内分泌系によって調節される。発表者はゼ

ブラフィッシュの黒色素胞が GABA 刺激によって細胞内のメラニン顆粒の拡散を引き

起こすことを報告している。本研究では、ゼブラフィッシュ黒色素胞で機能する GABA

受容体のタイプを明らかにするために、黒色素胞を多く含む皮膚組織と、筋、脳、眼球

それぞれから mRNA を抽出し、real time PCR によって GABA 受容体サブユニット遺

伝子の発現解析を行った。この結果、皮膚組織の遺伝子発現と他の組織との間に違いが

みられた。 

 

P-5 

ゼブラフィッシュ幼生の体色変化を導く光受容体の逆遺伝学的探索 

○伊藤百合香、小島大輔、白木知也、深田吉孝 

東京大学 大学院理学系研究科 生物科学専攻 

真骨魚類の多くは背地適応型の体色変化を示す。この光応答には眼球が必要であるが、

ゼブラフィッシュを用いた近年の研究により、視細胞以外の網膜ニューロンに存在する

非視覚型オプシンの関与が示唆された。本研究ではゼブラフィッシュ幼生において背地

適応を制御する光受容分子の同定を目的として、非視覚型オプシン遺伝子群のノックア

ウト (KO) ゼブラフィッシュ系統を樹立した。これら KO 個体の体色変化を測定した

結果、非視覚型オプシンのうち１つが関与することが明らかとなった。 

 

P-6 

ゼブラフィッシュにおける中波長領域感受性を示す錐体光受容タンパク質の遺伝子発現制御 

小川洋平、白木知也、小島大輔、深田吉孝 

東京大学大学院理学系研究科 

脊椎動物の視覚は光受容細胞の桿体と錐体が担っている。錐体は波長感受性の異なる

複数のサブタイプに分類され、その組み合わせにより色覚が生まれる。本研究では４種

類の錐体サブタイプ（UV・青・緑・赤）を持つゼブラフィッシュを用いて錐体オプシ

ン遺伝子の発現制御メカニズムに迫った。我々はまず、桿体と錐体の遺伝子発現量を比

較解析し、錐体に強く発現する遺伝子を網羅的に同定した。これら遺伝子を欠失した変

異体を作製して機能解析を行い、青色と緑色感受性の錐体オプシンの遺伝子発現に必須

の転写因子を見出した。 
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P-7 

ゼブラフィッシュクリプトクロムの mRNA発現 

○岡野恵子、玉澤歩実、戸田りこ、岡野俊行 

早大・先進理工・電気情報生命 

クリプトクロム(Cryptochrome, CRY)は、時計遺伝子の転写調節因子としてよく知ら

れている。ほ乳類以外の脊椎動物の CRY は概日時計機能に加え、光センサーや磁気セ

ンサーとして機能していると考えられている。ゼブラフィッシュに存在する 6 種類 Cry

遺伝子の機能分化を推定するためにまず、様々な組織における各 Cry の mRNA 発現の

日内変動を調べた。さらに、様々な波長の光を照射した際の各 mRNA 発現を暗条件と

比較し、概日振動性、光応答性、およびその波長依存性を解析した。 

 

P-8 

ゼブラフィッシュ分節時計遺伝子の 3’UTR 依存的な mRNA不安定性の比較解析 

○菅谷千尋 1、藤野友梨 1、木下宏史 1、大岡優子 1、小原弘幹 1、 

弥益 恭 1、三嶋 雄一郎 2、川村 哲規 1 

1)埼玉大学大学院理工学研究科生体制御学コース、2)東京大学分子細胞生物学研究所 

ゼブラフィッシュにおいて周期的な体節形成を司る分節時計遺伝子 her1、her7、hes6

の mRNA は不安定な性質を有することが示唆されている。一般に、mRNA の不安定化

には 3’UTR によるポリ A 鎖短縮による制御メカニズムが知られ、各遺伝子の mRNA

の不安定性の差を生じさせると考えられる。本研究では 3’UTR 依存的な mRNA 不安定

化に着目し、her1、her7、hes6 の遺伝子の 3’UTR がもたらす影響について比較解析を

行ったので、報告したい。 

 

P-9 

メダカにおける海水適応能の系統間差 

○清家嘉恵１、尾田正二２、津田敦１、竹井祥郎 1 

1)東京大学大気海洋研究所、2)東京大学大学院新領域創成科学研究科 

メダカは日本国内において 70 以上の系統があることが知られており、これまで卵の

研究等により各系統における海水適応能が異なることが示唆されてきた。しかしながら

メダカの各系統の詳しい海水適応能や成魚における違いについては、ほとんど報告され

ていない。本研究ではメダカ 25 系統を淡水から 67%海水に移行し、血漿ナトリウム濃

度の解析を行い、各系統における塩分耐性の違いを、明らかにした。 

 

 

 

 



一般ポスター発表要旨 

13 

 

 

P-10 

メダカ求愛行動の誘起に関わる脳領域の形態学的解析 

○鈴木泰世、三好美咲、岡良隆  

東京大学大学院 理学系研究科 生物科学専攻  

動物の性行動の誘起には、嗅覚や視覚などの感覚入力が重要である。メダカにおいて

は、成熟メスの卵巣からオス求愛行動を引き起こすリリーサーフェロモン様物質が放出

されることが示唆されている。本研究では、オスメダカにおいて、求愛行動時、および

メスの成熟卵巣から放出されるフェロモン様物質の匂い刺激時に活性化される脳領域

を、初期応答遺伝子 c-fos 発現を指標として形態学的に解析した。その結果、嗅球、背

側視床の神経核 DM、視床下部 NRL 領域がフェロモン様物質の匂い入力からオス求愛

行動の発現に関わる可能性が示唆された。 

 

P-11 

メダカ胸腺におけるＸ線、ガンマ線照射の影響 

○丸山耕一１ 

１）放医研・福島再生・環境影響研究チーム 

放射線影響研究において、メダカは古くから研究が行われており、多くの知見が蓄積

している。胸腺は放射線により最も影響の出やすい臓器であるが、胸腺可視化 GFP メ

ダカ系統が開発され、蛍光下において、生きたまま胸腺の大きさを測定することが可能

である。今回、胸腺可視化 GFP メダカ系統に、Ｘ線による単発照射とガンマ線による

連続照射をおこない、その影響を比較した。この実験系はメダカ一個体中の放射線障害

-回復を生きたまま追って行く事が可能であり、放射線影響を見る優れた系になりうる。 

 

P-12 

警告物質がキンギョの性行動に及ぼす影響 

○工藤浩貴・小林牧人 

国際基督教大学自然科学デパートメント 

魚類では、体表に損傷を受けると皮膚から警告物質が放出され、同種の他個体に忌避

行動を起こすことが知られている。本研究では、キンギョを用いて皮膚の抽出物(SE)

が行動に及ぼす影響を調べた。その結果、キンギョでは、雌雄ともに SE に対する忌避

行動はみられなかった。一方、SE は雄の性行動（追尾）を抑制しなかったが、雌の性

行動（放卵行動）を抑制した。雌の嗅索切断により嗅覚を遮断すると、SE による性行

動の抑制がなくなることから、SE は嗅覚を介して警告物質として作用していることが

示された 
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P-13 

イベリアトゲイモリ幼生の外鰓呼吸上皮の繊毛細胞の分布は前方から後方への一定の水流

パターンを生成し、血流の対向流を実現している 

○市川麗子 1、豊泉龍児 1 

１）神奈川大、理、生物 

外鰓は有尾両生類が幼生期にもつ呼吸器官である。我々は外鰓の周囲で前方から後方

への安定した繊毛流を見出した。繊毛マーカーを用いた免疫染色の結果、繊毛の分布が

外鰓側枝(gill fimbriae)で環状をなしていた。繊毛運動の阻害剤である ciliobrevin A を

外鰓に微量注射した場合は、外鰓で液流は見られず繊毛運動が停止した。環境水の K+, 

Mg2+濃度を変えたところ、外鰓の形態形成は特に環境水の K+濃度に影響され、繊毛細

胞の分布と繊毛流が乱れた。外鰓の繊毛細胞は精密に位置が指定され、繊毛打の方向も

統御され、前方から後方への繊毛流が実現すると考えている。 

 

P-14 

アカハライモリのアルギニンバソトシン V2b受容体の発現とその機能 

○小野慧１、豊田ふみよ２、岩室祥一１、菊山榮３、蓮沼至１ 

１）東邦大学理学部生物学科、２）奈良医大医学部第一生理、３）早稲田大学教育総合科学 

有尾両生類アカハライモリではこれまでに 3 種類のアルギニンバソトシン（AVT）受

容体（V1a, V1b, V2a）の存在が確認されているが、4 番目の AVT 受容体と目される、

V2b 受容体 cDNA を取得した。イモリ V2b 受容体遺伝子は脳および下垂体に強く発現

し、組織•器官でその発現は V1b 受容体遺伝子発現パターンと類似していた。HEK293

細胞に同受容体を発現させ、レポータージーンアッセイを行ったところ、メソトシンと

も反応したが、AVT の方がより低濃度で反応することを確認した。 

 

P-15 

西日本に生息するイモリ性フェロモンの分化 

○松本侑子、横須賀誠、中田友明 

日本獣医生命科学大学 獣医学部 獣医学科 

雄イモリのペプチド性フェロモンであるソデフリンをコードする遺伝子は多重化し

ていて、一個体から様々なソデフリン関連遺伝子が検出される。同遺伝子の変異はフェ

ロモンの構造変化、性行動の成立に影響する。今回、六つの地域個体群でソデフリン関

連遺伝子の発現と分子系統の解析を行った。その結果、島嶼や遺伝的交流のない各地域

内では、それぞれ特異なソデフリン関連遺伝子の発現パターンを示すが、二つの地域群

が二次的に交雑して生じた集団では、元の集団が持っていたフェロモンの地域性がみら

れないことがわかった。 
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P-16 

福島原発事故後の二ホンアマガエル甲状腺の変化について 

〇櫻井真樹 1 新海正 2 吉留賢 3 

1)芝浦工業大学大学院 理工学研究科 2)芝浦工業大学 システム理工学部 生命科学科 

3)いわき明星大学 薬学部 

福島原発事故後のニホンアマガエルについて，甲状腺の違いを福島産と大宮産の個体

を用いて形態学的に調査・比較した．福島産と大宮産の個体群には違いが認められ，特

に，福島産の甲状腺には過形成のように見えるものや濾胞が複数融合しているものが見

られた．また，各個体の体長と甲状腺の大きさとの関係は、大宮産では正の相関であっ

たのに対し．福島産では相関が認められなかった．甲状腺濾胞細胞の「たけ」は福島産

の個体群が有意に小さかった．これらの結果から福島産のアマガエルでは甲状腺の機能

低下が起こっていると考えられる． 

 

P-17 

鳴禽類におけるウィリアムズ症候群関連遺伝子 (WBSCR17)の同定と脳内発現 

○戸張靖子、丸谷桃花、神作宜男 

麻布大学 獣医学部 動物応用科学科 動物資源育種学研究室 

ウィリアムズ症候群という神経発達障害を引き起こす遺伝子疾患に部分的に関与し

ているのが、WBSCR17 だと考えられている。ウィリアムズ症候群を持つ人の特性とし

て言語能力の優位性と極端な社交性が挙げられる。我々は、WBSCR17 の発声学習や発

声行動への関与を検討するため、鳴禽類キンカチョウの脳より WBSCR17 遺伝子をク

ローニングし、in situ ハイブリダイゼーション法により脳内発現部位を解析した。そ

の結果、発声の産出と学習を担う大脳の神経核における WBSCR17 mRNA の発現が明

らかとなった。 

 

P-18 

コシジロキンパラの脳における家畜化候補遺伝子 Williams-Beuren syndrome chromosome 

region 17 (WBSCR17)の cDNA 

○丸谷桃花１、神作宜男 1、戸張靖子１ 

1) 麻布大学獣医学部 動物応用科学科 動物資源育種学研究室 

イヌおよびオオカミの全ゲノム塩基配列の解読により、イヌの家畜化の過程で選択の

標的になったと考えられるゲノム領域の一つにウィリアムズ症候群関連遺伝子 

(WBSCR17)がコードされている。我々は鳥類の家禽化と WBSCR17 の関係を明らかに

するため、原種・家禽種間で比較が行えるジュウシマツの WBSCR17 の同定を試みた。

第一歩としてジュウシマツの原種の脳から cDNA クローニングを行い、得られた cDNA

配列から推定されるアミノ酸配列には WBSCR17 遺伝子産物に特徴的なドメインが確

認された。
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P-19 

マウスの臓器に発現する苦味受容体 

◯佐藤彩奈１、樋渡公彦１、池田尚弥２、熊澤隆１,２ 

１）埼玉工業大学大学院工学研究科応用化学専攻、２）埼玉工業大学工学部生命環境化学科 

T2R ファミリーは、G タンパク質共役型受容体（GPCR）に分類され、苦味受容体（T2R）

として機能する。これらは、舌上皮以外の臓器に存在している事が報告されているが、

様々な臓器に発現するサブタイプは必ずしも明らかではない。そこで、T2R に着目し、

マウスの各臓器を試料として逆転写 PCR 法により T2R 全 35 種類のサブタイプの発現

を調べた。その結果、心臓では 21 種類、全脳では 16 種類、小脳では 26 種類、嗅球で

は 15 種類、精巣では 15 種類、小腸では 24 種類、肝臓では 33 種類の T2R をコードす

る mRNA を検出した。 

 

P-20 

モチリン発現を調節する転写因子の探索 

○PENA MARTINEZ CRISTIAN DAVID1, 坂井貴文 2，坂田一郎 3 
1埼玉大・理・生体制御, 2埼玉大・院理工・ライフ・ナノバイオ, 3埼玉大・院理工・生命科学 

 モチリンは胃空腹期収縮を惹起させる消化管ホルモンとして知られている。近年、所

属研究室では小型哺乳動物である食虫目スンクスがモチリンを産生することを見出し

た。本研究では、スンクスモチリン遺伝子発現調節機構を明らかにするため、トランス

クリプトーム解析を行い、候補因子を同定し、デュアルルシフェラーゼアッセイシステ

ムによりその作用を検討した。その結果、RELA（nuclear factor NF-kappa-B p65 

subunit）はモチリン遺伝子の発現を抑制することが明らかとなった。 

 

P-21 

CLARITYによる消化管組織透明化及びグレリン産生細胞の三次元的観察 

○日浦伸宏 1、坂田一郎 2、津田佐知子 2、坂井貴文 3 
1埼玉大・理・生体制御, 2埼玉大・院理工・生命科学, 3埼玉大・院理工・ライフ・ナノバイオ 

本研究では、CLARITY を用いてマウスの消化管組織透明化系を確立し、グレリン産

生細胞の組織内局在を免疫組織化学により検討した。マウスの胃、小腸及び膵臓は、

Clearing solution の洗浄により約 3 週間で透明化した。一方、電気泳動装置を用いる

ことで、8 日間でマウス胃小片が透明化した。免疫組織化学によって、胃粘膜層のグレ

リン産生細胞の局在を三次元的に観察することに成功した。以上の結果は、CLARITY

が消化管組織における内分泌細胞の形態的特徴や局在および神経ネットワークの詳細

な研究に有用であることを示している。 
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P-22 

状況変化に伴う側坐核と入力領域間のニューロン活動の関係 

○廣田晴喜１、古舘宏之 1 

１）埼玉大学理学部生体制御学科 

側坐核は報酬に対する動機付けを修飾する役割を持つことが知られている。先行研究

により、側坐核は報酬獲得から報酬獲得後への状況変化において行動量を抑制する役割

をもつことが明らかになった。しかし、その際のニューロン活動の動態は明らかになっ

ていない。本研究では、ラットの側坐核、海馬、前頭前野に慢性電極を埋め込み、自由

行動下で脳局所電位（LFP）の同時記録を行い、報酬の状況変化に伴うニューロン活動

について解析した。その結果、側坐核において報酬獲得後にγ波の成分が強くなること

が明らかとなった。 

 

P-23 

タヌキ(Nyctereutes procyonoides)の共同保育(alloparenting)行動 

○川田能理子，上遠岳彦 

国際基督教大学・生物学 

東京都三鷹市の調査地でタヌキ(Nyctereutes procyonoides)の成獣 4 頭による 2 腹 8

頭の幼獣の共同保育(alloparenting)・共同授乳(allosuckling)が確認された。タヌキは一

般に一夫一妻で，共同保育はイヌ科の複数種で報告があるが，タヌキでの報告はない。

本研究では，今回記録した共同保育に関わる行動を分析した。調査にはカメラトラップ

法を用い，録画された映像から行動を分析した。個体間関係の分析から，成獣メス 2 頭

による自分の子以外への授乳と，成長段階の異なる幼獣への同時授乳も確認された。ま

た 4 頭成獣全てが保育に関わっていることが明らかになった。 

 

P-24 

CT-scan・エコー・組織染色を用いたムラサキヌタウナギの心臓と血管系の分析 

○西口慶一１、冨田武照２、佐藤圭一２、柳澤牧央２、村雲清美２、上迫春香２、金子篤史２、蛭田

啓之３、寺井謙介４、渭原博５、木内幸子５、岡田光正４ 

1.東邦大学薬学部, 2.沖縄美ら島財団総合研究センター, 3.東邦大学医学部, 4.東邦大学理

学部, 5.千葉科学大学危機管理学部 

下等な脊椎動物のムラサキヌタウナギの心臓と血管系について、CT-scan・エコー・

組織染色で分析し、５つの知見を得た。①４つの心臓（２つの cardinal heart, １つの

branchial heart,１つの portal heart）を明らかにした。②その血管系の sinus, dorsal 

aorta, anterior cardinal vein を明らかにした。③心臓の流速を調べた結果、branchial 

heart はメインの心臓で、cardinal heart と portal heart は補助的な心臓であった。④

心臓の組織を調べたところ、心臓には大きな空のスペースがあり、そのスペースで血液

を出し入れしていることが推測された。⑤cardinal heart の組織を見ると、骨格筋によ

く似ている。心筋は、骨格筋から進化した可能性が示唆された。
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P-25 

タツノオトシゴの育児嚢を構成する組織の形成過程 

原田明里１、川口眞理１ 

1)上智大・理工・物生 

タツノオトシゴのオスは育児嚢という子育て器官をもつ。育児嚢は子育て中の胚を包

み込む胎盤様構造と真皮層で構成される。真皮層はさらに海綿層と緻密層の 2 層に分

かれている。育児嚢の頭側には開口部があり、その周辺の真皮層には平滑筋がある。

これらの組織がどのように形成・分化されるのかはまだ明らかになっていない。そこ

で本研究では、出生後 1～8 か月の様々な発達段階の育児嚢の形態観察により各組織の

形成過程を明らかにした。また、育児嚢の形成に関わると予想される遺伝子をクロー

ン化したので合わせて報告する。 

 

P-26 

タツノオトシゴの育児嚢の形成はアンドロゲンによって誘導される 

〇高梨亜登 1、川口眞理 1 

1) 上智大・理工・物生 

タツノオトシゴは、オスにのみ腹側尾部に子育て器官である育児嚢が見られる。メス

は卵をオスの育児嚢に渡し、オスはそれを保護し出産する。ポットベリードシーホース

(Hippocampus abdominalis)の育児嚢が雄性ホルモン(アンドロゲン)によって誘導され

るのかを検証するために、本研究ではメスにアンドロゲン処理を行った。その結果、メ

スにおいて育児嚢様の構造が形成された。その組織観察を行ったところ、野生型のオス

の育児嚢の構造と類似していることが分かった。アンドロゲン受容体遺伝子のクローン

化も行ったので合わせて報告する。 

 

P-27 

チョウザメにおける孵化腺細胞の分泌様式 

○会田裕貴１、長澤竜樹２、川口眞理１、安増茂樹１ 

１）上智大学理工学部、２）東京慈恵会医科大学医学部解剖学講座 

両生類の孵化腺細胞は、外胚葉由来で孵化酵素は開口分泌により孵化酵素が分泌され

る。一方、真骨魚類では内中胚葉由来でその分泌様式は孵化腺細胞の全分泌である。軟

質類であるチョウザメ孵化腺細胞は、内中胚葉由来の孵化腺を持つが分泌様式について

は不明であった。孵化前と 孵化後の個体を用いて、孵化前に孵化腺が存在する下顎に

着目し、形態観察と抗体染色を行った。孵化期のチョウザメの孵化腺細胞は縦長に整列

して、表皮と表皮の間隙から開口分泌によって孵化酵素を分泌することが分かった。こ

のことは、真骨魚類に至る進化過程で分泌様式に変化が生じたことを示している。 
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P-28 

真骨魚類胚の予定腹鰭細胞の位置情報の記憶のメカニズム 

○Hilda Mardiana Pratiwi１、植田 翔悟１、田中 幹子１ 

１）東京工業大学 生命理工学院 生命理工学コース 

本研究では、ゼブラフィシュの腹鰭細胞を題材に、位置情報がエンハンサーの poised 

状態として記憶されている可能性を検証した。私たちは、これまでにゼブラフィッシュ

の腹鰭形成誘導遺伝子のエンハンサー候補配列を同定した。現在、腹鰭誘導遺伝子が発

現していない受精 2 週間後の仔魚の予定腹鰭細胞と、腹鰭誘導遺伝子が発現している

受精 3 週間後の稚魚の腹鰭原基細胞のエンハンサー候補配列におけるエピジェネティ

ック状態を比較検証しているところである。 

 

P-29 

ゼブラフィッシュ胚内の活性を指標とした ChIP-Injection法によるエンハンサー同定と機能解析 

〇荒木颯 1、田港朝仁 1、横田大佑 1、弥益恭 1、川村哲規 1 

1)埼玉大院・理工 

生体内活性を指標としたエンハンサー同定法である ChIP-Injection 法を用いて、尾

芽エンハンサーのスクリーニングを行った。その結果、これまでに 107 種類のエンハ

ンサー候補断片コンストラクトのうち 39 個について領域特異的なレポーター遺伝子の

活性が確認された。その中から興味深い活性を示したものについて transgenic 系統を

確立し、スクリーニング時に観察された活性と同様の発現が確認された。さらに、挿入

断片の配列を解析しマッピングした結果、制御候補遺伝子を同定したので報告する。 

 

P-30 

ゼブラフィッシュの心臓発生における islet1およびそのパラログ遺伝子の解析 

〇水上薫 1,4、守山裕大 2、小柴和子 2,3、栗原裕基 4 

1)東京大学大学院 新領域創成科学研究科 2)東京大学 分子細胞生物学研究所 3)東洋

大学 生命科学部 4)東京大学大学院 医学系研究科 

脊椎動物の心臓は主に first heart field ( FHF )と second heart field ( SHF )から遊

走・分化した細胞集団によって構成されている. SHF は転写因子である islet1 によって

規定されることが知られているが、ゼブラフィッシュで islet1 を阻害しても心臓形成に

異常は認められず、そのためゼブラフィッシュ心臓発生において islet1 は重要ではない

と考えられて来た. われわれは、islet1 のパラログ遺伝子である islet1-like に着目し、

islet1-like が islet1 と補償しあいながら心臓形成に関わっているのではないかと考え, 

ゼブラフィッシュを用いて islet1-like の解析を行った. 
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P-31 

ゼブラフィッシュ変異体を用いた脊椎骨分節機構の解析 

○赤間燿 1、田港朝仁 1、藤野友梨 1、木下宏史 1、弥益恭 1、川村哲規 1 

１）埼玉大院・理工 

椎体の分節性は、羊膜類において体節の分節構造に由来することが示されている。一

方、ゼブラフィッシュでは、体節境界が生じない fused somites(fss)変異体の解析から、

椎体の分節性に関してほぼ正常であることが示され、長い間、体節の分節性は椎骨の分

節性に寄与しないと考えられてきた。我々は、Calcein を用いて野生型と fss 変異体の

椎骨の硬骨化過程を詳細に観察した結果、fss 変異体では椎骨の分節性に異常が生じる

ことを見出した。この結果は、ゼブラフィッシュにおいても体節の分節性は、椎骨の分

節性を司る positional cue として機能することを示唆する。 

 

P-32 

ゼブラフィッシュの体節形成および筋形成に必須な Ripplyの役割 

○藤野友梨 1、木下宏史１、大金ななえ 1、矢部泰二郎 2、横田大佑 1、小原弘幹 1、 

猪塚彩花 1、荒木颯 1、鹿毛大地 1、弥益恭 1、高田慎治 2、川村哲規 1 

1)埼玉大学・院理工 2) 自然科学研究機構・岡崎統合バイオサイエンスセンター、基礎生物

学研究所 

ゼブラフィッシュの体節形成において T-box 型転写因子の一つである Tbx6 と、その

分解を誘導する Ripply が次の分節位置の決定に重要である。本研究では、TALEN に

より ripply1 変異体を作製し、tbx6 変異体との遺伝学的な解析を行った。その結果、

ripply1-/- 胚では体節境界が形成されないのに対して、ripply1-/- ;tbx6+/-胚では体節形成

異常が suppress され、体節の一部が形成されることを見出した。しかしながら、

ripply1-/- ;tbx6+/-胚において回復した体節では、依然として筋形成の異常を示した。以

上のことから、Ripply は体節境界の形成とともに、正常な筋形成への分化においても

必須の役割を担うことが示唆された。 

 

P-33 

CRISPR/Cas9法によるメダカ KLF17遺伝子のノックアウト 

○日野由佳子１、長澤竜樹２、川口眞理１ 、安増茂樹１ 

１）上智大学 理工学部、２）東京慈恵会医科大学 解剖学講座 

真骨魚類において孵化腺細胞は、初期神経胚でポルスターと呼ばれる細胞集団で分化

する。ゼブラフィッシュでは、KLF17 遺伝子のノックダウンにより孵化腺細胞が消失

することが報告されている。本研究では、メダカ胚のポルスターで KLF17 遺伝子の発

現を確認して、CRISPR/Cas9 法を用いてノックアウトを試みた。孵化腺細胞が蛍光を

示す GFP 導入メダカに顕微注入をおこない、緑色の孵化腺細胞の量的変化を観察した。

ジェノタイピングにより変異の導入を確認した。孵化腺細胞のマーカー遺伝子の探査の

結果を含め報告する。
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P-34 

深海性大型魚類イバラヒゲの年齢査定の試み 

○小磯桃子 1、鈴木聖宏 1、阿部博和 1、土田真二 2、河戸勝 2、藤原義弘 2、大越健嗣 1 

１）東邦大学理学部、２）国立研究開発法人海洋研究開発機構 

硬骨魚類の耳石に見られる輪紋は年齢形質として用いられてきた。しかし、深海性魚

類では、耳石輪紋数と年齢の関係は不明である。本研究では深海性大型魚類のイバラヒ

ゲを用いて、深海魚の耳石の輪紋が年齢形質になり得るかどうか検討することを目的と

した。全ての耳石で輪紋の形成が確認でき、5~9 本の不透明帯が観察された。輪紋の異

常形成や、左右非対称の耳石が確認された。元素分析では、耳石の核と縁辺部の間の位

置によりストロンチウムの濃度が異なり、成長により海域を移動している可能性が示唆

された。 

 

P-35 

有尾両生類イベリアトゲイモリ Pleurodeles waltl の外鰓の分枝形態形成について 

○桃井環１、鶴岡慎哉１、豊泉龍児１ 

１）神奈川大、理、生物 

有尾両生類Pleurodelesは、幼生期に呼吸器として左右に伸びる 3対の外鰓を形成し、

各々の外鰓からは後方へ細く伸びる多数の枝分かれが形成される。これは非侵襲的に観

察できるため外鰓形成の研究は、ヒト呼吸上皮研究の基礎研究として有意義であると考

えた。本研究では Pleurodeles 胚に Shh 経路、FGF 経路の阻害剤を投与し、外鰓の分

枝形態形成における各経路の働きを調査した。その結果、Shh 経路は外鰓や枝分かれの

外部形態形成に関わり、FGF 経路は内部構造の形態形成に関わることが示唆された。 

 

P-36 

無尾両生類の心臓及び腸管の形態形成に胚期の actomyosin系の収縮は関与するか？ 

○秋永薫１、豊泉龍児１ 

１）神奈川大、理、生物 

アフリカツメガエル後期胚を用いて心臓と腸管の形態形成における actomyosin 系の

収縮の関与を調べた。非筋 myosinⅡ ATPase 阻害剤で後期尾芽胚を処理したところ、

腸管の巻きの異常が生じた。抗 actin 抗体染色により、処理群の腸管において actin が

分布していない領域が散在していた。意外にも、心筋 myosin 特異的な収縮促進剤で心

臓の低形成が生じた。腸管の巻きの異常も生じた。これらの観察結果から腸管及び心臓

の形態形成において actomyosin 系が関与していることが示唆される。 
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P-37 

Pou5f3.3を発現する造血前駆細胞の起源に関する解析 

〇佐藤伶奈 1、木下勉 1 

1)立教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の Pou5f3.3 は哺乳類の Pou5f1 のホモログであり、細胞の未分

化性維持に関わる転写因子である。当研究室では Pou5f3.3 発現細胞が成体の血液中に

存在し、貧血誘導により増加することを示した。本研究では血液中に存在する Pou5f3.3

発現細胞の起源を明らかにすることを目的とし、幼生の血液中における Pou5f3.3 発現

細胞の出現時期と局在組織を検討した。その結果、Pou5f3.3 発現細胞は初期胚の予定

造血領域を起源として、二次造血形成とともに血液中に出現することがわかった。 

 

P-38 

アフリカツメガエル始原生殖細胞形成における GASZの役割 

○多田葉瑠、木下勉  

立教大学・理学部・生命理学科 

生殖細胞質は、生殖顆粒と多くのミトコンドリアから構成される。始原生殖細胞

(PGC)形成において両者の相互作用は重要であると考えられるが、その相互作用を仲介

する分子機構はあまりわかっていない。 我々は、両者の相互作用を仲介する分子とし

て GASZ に着目している。GASZ は、生殖系列特異的なタンパク質であるがアフリカ

ツメガエルの PGC 形成における役割は不明であった。今回、GASZ が生殖細胞質内の

ミトコンドリアと生殖顆粒因子の細胞内局在を制御することで PGC 形成に関与する事

が明らかになったので報告する。 

 

P-39 

カメ特異的な前肢姿勢の形成要因の検証 

○網本壮一郎 1、和田洋 1 

1) 筑波大学大学院生命環境科学研究科 

四足動物の前肢姿勢は下方型・側方型・匍匐型の 3 つに大きく分けられる。しかし、

カメは肘を頭側に張り出すといういずれとも異なる特殊な前肢姿勢をしている。この特

殊な前肢姿勢は肘関節または肩関節の構造の変化に起因するという仮説を立て、カメと

ニワトリとの筋骨構造及び発生過程の比較を行った。解剖の結果、カメの肘関節の筋骨

構造にニワトリとの顕著な構造の違いは見られなかった。カメの肩甲骨は他の四足動物

と異なり肋骨の内部に位置しており、現在肩甲骨の肋骨内部への移動と前肢姿勢との関

係性について検証を行っている。 

 

 



一般ポスター発表要旨 

23 

 

 

P-40 

ニワトリ胚の肢芽の細胞死における FGFシグナル経路の解析 

〇西森千華、Ingrid Cordeiro、椛島佳央梨、田中幹子 

東京工業大学 生命理工学院 

ニワトリ胚の肢芽の指間領域においては、肢芽の先端部にある肥厚した外胚葉 

Apical Ectodermal Ridge (AER) から分泌される FGF によって細胞死が促される。本

研究では、FGF シグナルが、どのような経路を経て、細胞死を促すのかを明らかにす

ることを目的として、FGF が制御する複数のシグナル経路のマーカー遺伝子の発現解

析等を行った。その結果、細胞死が始まる時期には、FGF の制御する経路は、細胞増

殖を促す経路から、活性酸素種を生産する経路に切り替わっている可能性が示唆された。 

 

P-41 

ニワトリ胚の鼻孔上皮形成における Wnt/β-cateninシグナルの役割 

○内海崎開、和田直之 

東京理科大学理工学部応用生物科学科 

鼻孔形成は鼻プラコード領域で表皮外胚葉が肥厚し，口腔側に陥凹して進行する。本

研究ではニワトリ胚の鼻孔形成と Wnt/β-catenin シグナルの関係を調べた。活性型β

-catenin 遺伝子を初期胚の顔面上皮に導入すると，導入細胞は鼻孔上皮に限定して分布

した。EGFP だけの導入では限局した分布は観察されなかった。β-catenin 導入細胞で

は細胞死や細胞増殖の顕著な変化はなかったが，伸長・移動方向が変化していた。その

ため，β-catenin は上皮細胞の形態形成運動を調節して鼻孔上皮の形成を促すと考えら

れた。 

 

P-42 

3倍体プラナリアの減数分裂における染色体削減時期の特定 

中西一輝、松本緑 

慶応義塾大学理工学部生命情報学科 

淡水生プラナリアのリュウキュウナミウズムシは、3 倍体個体ながら有性生殖をおこ

なうことを我々は証明している。この有性生殖の減数分裂過程において、精子形成の過

程では染色体が減数分裂に入る前に 1 セット削減されているのに対し、卵形成において

は減数第一分裂中期以降に 1 セット削減されていることが確認されている。精子形成の

過程における染色体削減時期を精巣形成領域の細胞に対する生殖系列細胞マーカーに

よる蛍光 in situ hybridization と同時に DNA 量を測定することにより特定したので、

報告する。 
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P-43 

プラナリアの生殖機能獲得とヒストンバリアントの関与 

〇岩下昌晃、松本緑 

慶應義塾大学理工学部 生命情報学科 

扁形動物リュウキュウナミウズムシは無性生殖と有性生殖を環境に応じて切り替え

ることができる転換個体の存在が知られている。無性生殖個体と同一の遺伝子情報を持

ちながらも有性生殖機能を獲得し有性生殖をおこなうことができることからリュウキ

ュウナミウズムシは生殖機能の獲得・維持に後天的な発現制御機構が存在していること

が示唆される。本発表では後天的発現制御機構のうちヒストンバリアントに着目し、生

殖器官形成における発現量の推移や発現部位を追い生殖機能獲得における候補遺伝子

を探索した結果を報告する。 

 

P-44 

ウニの棘と骨格の構造の鉱物学的特性 

〇戸田伸子(1)、清本正人(2)、奥野誠(1) 

1)放送大学・文京センター、(2)御茶の水女子大学・湾岸研究センター 

炭酸カルシウムを主成分とするウニ類の殻・棘などの骨格は、ステレオム構造と呼ば

れる隙間の多い特殊な構造をしている。バフンウニおよびムラサキウニの棘断面薄片標

本を製作し、その構造を偏光顕微鏡などを用いて観察した。その結果、殻は均一ではな

く、結晶方向が異なる小片がモザイク状に結合していること、また棘も横断面は放射相

称の複雑な形態をしていることが分かった。これらは、棘や殻が成長する際の構成単位

を考察する上で大変興味深い。 

 

P-45 

イトマキヒトデにおける五放射相称の発生機構について 

◯山川隼平 1, 守野孔明 2, 和田洋 2 

1) 筑波大学生命環境学群生物学類、2)筑波大学生命環境系 

棘皮動物は五放射相称の体制をもつ。本研究はイトマキヒトデを用い、どのようにし

て「５」を生み出すのか、その形成機構の解明を目指している。イトマキヒトデの幼生

は左右相称であるが、しだいに体の左側方に５つの骨片や同様に５つの水腔葉が形成さ

れ、これらの構造をもとに成体の原基が発達してくる。本研究において薬剤を用いたシ

グナル阻害実験から骨片と水腔葉は独立に五放射相称性が確立されることが示唆され

た。また Hox 遺伝子と五放射相称の関係性についても解析を進めており、これらの結

果も合わせて報告する。 
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P-46 

冠輪動物特異的なホメオボックス遺伝子群の二枚貝における発現解析 

○角田淳平 1、和田洋 2、守野孔明 2 

１） 筑波大学生命環境学群生物学類、２）筑波大学・院・生命環境 

冠輪動物のらせん卵割型発生では割球運命がよく保存されている。腹足類において

は、その特定に冠輪動物特異的な TALE 型ホメオボックス遺伝子群 SPILE が関わる。

典型的ならせん卵割を行う腹足類は初期発生で 5-6遺伝子のSPILEが発現するのに対

して、二枚貝は貝殻腺へ分化する 2d 割球が大きくなる特殊な不等割型らせん卵割を行

い、発現する SPILE は 11-13 に増えている。これらから、二枚貝の特殊ならせん卵割

と割球運命の分配様式に SPILE が関わるという仮説を立てた。今回は発現解析の結果

を報告する。 

 

P-47 

マナマコ腸管の再生現象の組織学的・分子生物学的解析 

○高谷謙介１、近藤真理子２ 

1) 東京大学理学部生物学科、2 )東京大学大学院理学系研究科附属臨海実験所 

マナマコ(Apostichopus japonicus)は外部からの刺激に応答して腸を放出するが、口

と肛門側の両方向から腸管が再生し、繋がって完全な腸となる。この現象における組織

の分化や再生の分子機構を解明するため、本研究では組織学的及び分子生物学的な解析

を行った。腸の領域性に関わると考えられる２つの ParaHox 遺伝子をクローニングし、

発現解析を行ったところ、マナマコ成体の腸において腸の前後に沿った発現パターンを

形成していた。一方、再生過程においてはそれとは異なる遺伝子発現パターンが観察さ

れた。 

 

P-48 

ワレカラ類における歩脚の消失と再獲得 

○梶野瑞貴１、和田洋１ 

１）筑波大学大学院生命環境科学研究科 

 進化的に消失した形質は、祖先状態に戻らないと考えられてきた。しかしワレカラ類

の一群ムカシワレカラ科ではワレカラ類の祖先で消失した第4/5胸節歩脚を持っており

「形質の先祖返り」が示唆されている。本研究ではムカシワレカラ科の第 4/5 胸節の歩

脚がどのように再獲得されたのかを解明する基盤として、ワレカラ類で歩脚が消失した

遺伝的背景の解明を試みた。体節の特異化を行う Hox 遺伝子群は、第 4/5 胸節での発

現パターンが祖先形と考えられるヨコエビと類似していた。ワレカラの Hox 遺伝子は

脚形成を抑制する新規機能を獲得したと推測できる 
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P-49 

イトマキヒトデ卵巣内における成熟卵の形態と MAPK リン酸化状態の経時的変化 

○福島真夏、田村りつ子、千葉和義 

お茶の水女子大学理学部生物学科 

ヒトデの未受精卵はホルモン刺激から約 12 時間でアポトーシスする。本研究では、

放卵しきれず卵巣内に残った成熟卵がアポトーシスしているか否かを確かめるため、ま

ず放卵後の卵巣を経時的に観察した。その結果から、卵巣に残った卵がアポトーシスに

よって消化されているということが示唆された。また、先行研究より、アポトーシスに

は MAPK の持続的な活性が必須であることが見出されていた。そこでヒトデ卵巣内で

も、MAPK が活性化しているかを調べたところ、ヒトデ卵巣内でも MAPK が一部活性

化していることが明らかとなった。 

 

P-50 

成熟過程に低濃度重水処理したイトマキヒトデ(Patiria pectinifera)卵の受精後の変化 

１）神奈川大学大学院理学研究科理学専攻、２）神奈川大学総合理学研究所 

〇服部菜穂 1、河合忍 2、日野晶也 1 

イトマキヒトデの未成熟未受精卵に 1-MA 処理を施すと第一減数分裂では停止せず

そのまま第二減数分裂に入って卵成熟が完了すること、ウニの発生には高濃度(45%)の

重水でしか効果が出ないことが知られている。我々は、卵に低濃度 1.5%重水含有人工

海水処理を施すと第二減数分裂で生じる第二極体の放出が抑制され、重水含有マグネシ

ウム欠如人工海水では第二極体が放出されることを明らかにしてきた。今回は 1.5%重

水処理を施した卵を受精させ、卵割が正常に生じるかを観測した。また、単離した紡錘

体の蛍光染色も試みた。 

 

P-51 

ニジマス孵化酵素の卵膜分解機構 

〇竹野陸央１、藤田正博１、藤田恭子 2、川口眞里１、安増茂樹１ 

１） 上智大学理工学部、２）東京薬科大学薬学部 

正真骨魚類の孵化酵素は、卵膜の膨潤化と可溶化させる HCE と LCE の 2 種の遺伝

子を持つ。正真骨魚類で早くに分岐したニジマス孵化酵素は HCE が 2 つ と LCE の 3

種が存在する。その他に HE という孵化酵素様遺伝子がゲノムに存在するが、胚では発

現していないことがわかっている。これらのリコンビナントタンパク質を作製し、卵膜

分解を観察した。その結果、LCE 本来の活性に加え、HCE 様の活性が維持しているこ

とが分かった。このことは、ニジマスがより原始的な卵膜分解系を持つことが示唆され

る。 
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P-52 

卵管内ホルモンによる精子超活性化の制御 

○藤ノ木政勝 1、竹井元 1、今弘枝 2 

1獨協医科大学医学部生理学(生体制御) 2獨協医科大学実験動物センター 

哺乳類において受精能獲得した精子のみが受精できる。受精能獲得は卵管内で起こり、

卵管内環境によって制御されていると考えられる。受精能獲得した精子は超活性化と呼

ばれる独特な鞭毛運動を示し、この運動も卵管内環境の制御を受ける。これまでに 5 種

類の卵管内ホルモン(プロゲステロン、エストロゲン、メラトニン、セロトニン、GABA)

が超活性化の制御に関わることを調べてきた。今回、これら 5 種類の卵管内ホルモンの

相互作用による精子超活性化の制御の概要が分かってきたので報告する。 

 

P-53 

Na+ K+ ATPaseによる超活性化調節 

〇竹井元、藤ノ木政勝 

獨協医科大学 医学部 生理学(生体制御) 

哺乳類精子は卵と受精するために、超活性化と呼ばれる運動様式の変化を起こす必要

がある。我々はハムスター精子において、超活性化が細胞外 Na+により制御される事を

示してきた。一般的に Na+ K+ ATPase (NKA)が Na+恒常性制御に主要な働きを持つ。

ポンプ活性を持つ NKA α サブユニットのうち、哺乳類精子には α1 と α4 が存在する。

本研究では、NKA α1, 4 のハムスター精子の超活性化制御への影響を、阻害剤ウワバイ

ンを用い検討をした。その結果、α4 が超活性化に、α1 が運動維持に必須である事が示

唆された。 

 

P-54 

未記載イソギンチャクの褐虫藻共生の新規モデル動物化を目指して 

○井上香鈴、中村澄香、原淑乃、服田昌之 

お茶の水女子大学理学部生物学科 

サンゴと褐虫藻の共生機構を調べるのは困難を伴うため、セイタカイソギンチャクが

共生のモデル動物とされ始めている。本種は野生では Symbiodinium のクレード B1 を

共生させている。比較のためには異なるクレードを共生させる種が望まれる。琉球大学

瀬底研究施設の水槽にはびこっているイソギンチャクを調べたところ、18SrDNA 配列

などから未記載種であること、クレード C1 を共生させていることが判明した。これを

新たなモデル動物にすべく、飼育条件や白化条件を検討している。 
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P-55 

マングローブ林床土壌に生息する植食性底生動物 Terebralia palustrisの摂食性向と溶存鉄

溶出への寄与 

○檜谷昂１、増田賢２、佐藤健人 3入江満美 2、中西康博 1 

1) 東農大院 農学、２）東農大 国際、3)東農大 国際 現、（株）日東金属工業 

熱帯・亜熱帯の陸と海との境界に成立するマングローブ生態系からの溶存鉄溶出プロ

セスに関する研究を実施してきたなか、同生態系は潮間帯に位置するためリターの多く

は潮流等により系外へ流出してしまう可能性が高いことから、溶存鉄溶出プロセスに、

マングローブ葉を摂食する植食性動物を介在させたモデルを構築するにあたり、本研究

では、マングローブ林床に生息する巻貝の1種であるキバウミニナTerebralia palustris

に焦点を当て、同巻貝のマングローブ葉に対する摂食性向と、溶存鉄溶出に対するはた

らきについて調査・実験を行った。 

 

P-56 

肉食性と植食性のヒザラガイ類における歯舌の元素分布の比較 

○加藤 光、鈴木 聖宏、阿部 博和、大越 健嗣 

東邦大学理学部 

ヒザラガイ類（軟体動物門多板綱）の歯舌大側歯には、磁鉄鉱が含まれている。本研

究では、歯舌中の鉄の機能に関する知見を得ることを目的に、食性が異なる 2 種のヒザ

ラガイ類において、大側歯の元素分布の比較を行った。元素分析の結果、植食性のヒザ

ラガイでは鉄含有量が多く、鉄は大側歯の内側のみに高濃度で分布していた。肉食性の

ババガゼでは鉄含有量は少なく、鉄は大側歯全体、特に内側と外先端部で高濃度に分布

していた。2 種で異なる食性や大側歯の歯冠の形状が、元素分布の違いに関係している

可能性が示唆された。 

 

P-57 

野生メダカの繁殖生態と保全 − メダカはどこに卵を産み付けるのか？ 

○上出櫻子・小林牧人 

国際基督教大学自然科学デパートメント 

河川改修、圃場整備などによる近年の日本の水辺環境の変化により、日本の野生メダ

カ( キタノメダカとミナミメダカ)の個体数が減少し、2003 年にメダカは絶滅危惧種に

指定された。しかし野生メダカの繁殖生態は十分解明されていない。本研究ではメダカ

の保全のための基礎的知見を得るために、屋外池と河川で卵の産み付けに関する野外調

査を行った。その結果、ミナミメダカの卵は水中に伸長した陸上植物の根あるいは緑藻

を基質として産み付けられていた。また卵の付着場所の水深は 5 cm 以下で流速は 1 

cm/s 以下であった。 



一般ポスター発表要旨 

29 

 

 

P-58 

日本近海に分布する平板動物の遺伝的多様性 

○宮澤秀幸１、中野裕昭 1 

１）筑波大学下田臨海実験センター 

平板動物は、海綿、刺胞、有櫛、左右相称動物とともに後生動物を成す。形態的な多

様性が小さく、一動物門(Phylum Placozoa)で一種(Trichoplax adhaerens)のみとされ

てきたが、世界各地の個体の 16S rRNA の塩基配列の解読が進められ、現在までに 19

のハプログループがいることが判明している。また、日本国内では８箇所に平板動物が

分布することがこれまでに報告されている。本発表では、新たに行なった式根島（東京

都新島村）、父島と母島（東京都小笠原村）での採集の結果とともに、日本における平

板動物の 16S ハプログループの分布について報告する 

 

P-59 

ミトコンドリア DNAを用いた日本産ゲンゴロウ属の分子系統解析 

〇1田辺駿樹・1佐藤理恵子・1猪田利夫・2北野忠・3中島淳・1後藤友二・1久保田宗一郎 
1東邦大・理・生物、2東海大・教養・3福岡県保健環境研究所 

日本においてゲンゴロウ属（Cybister）は７種記載されており、６種が環境省レッド

リスト掲載種、その内２種が国内希少野生動植物種に指定されている。本研究ではミト

コンドリア DNA 上の 12S rDNA (352bp)、16S rDNA (496bp)、COI (755bp) 領域を解

析し、さらに DNA データバンク上の外国産ゲンゴロウ属を加えて、近隣結合法、最大

節約法、最尤法の３つの方法で系統樹の作成を行った。その結果、国産７種の系統関係

は概ね推定できた可能性が暗示され、トビイロゲンゴロウとクロゲンゴロウ、フチトリ

ゲンゴロウとヒメフチトリゲンゴロウがそれぞれ姉妹群として示された。 

 

P-60 

トロンボポエチンの分子構造と生物活性に関する生物種間の比較解析 

◯今関拓 2，高野仁志 2，佐藤圭 1,２，谷崎祐太 1，加藤尚志 1,2 

1早大・教育・生物，2早大・院先進理工・生命理工 

血小板産生因子トロンボポエチン（TPO）は受容体 Mpl を介して巨核球前駆細胞の

分化と増殖を促進し、さらに造血幹細胞の自己複製を誘導する。TPO の一次構造を生

物種間で比較すると、システイン残基の位置は保存されるが、糖鎖付加などに差異が認

められる。また、異質 4 倍体の染色体をもつアフリカツメガエル TPO（xlTPO）は N

型糖鎖の付加数が異なる同祖遺伝子が存在する。xlTPO のホメオログそれぞれで動物

細胞・大腸菌組換え体を作製し、液体培養による細胞増殖試験、受容体との結合親和性

の解析を行った。 
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P-61 

神経系株細胞における微小管切断酵素カタニンと KL1の比較 

○畠山瑛子１ 、林謙介１ 

１）上智大学大学院理工学研究科 

カタニンは微小管を切断する酵素であり、紡錘糸形成や神経細胞の突起形成に重要で

ある。近年、カタニンに極めて類似した katanin like 1 (KL1) というタンパク質が報

告された。そこで、カタニンと KL1 の機能を比較するため両者を神経系株細胞 Neuro2a

に発現させた。細胞内微小管の切断は KL1 の方が明らかに強かった。細胞内局在にも

違いが見られた。また、KL1 の方が発現量が多かった。シクロヘキシミドチェイス実

験を行ったところ KL1 はカタニンとは異なり分解を受けにくいことがわかった。 

 

P-62 

FRETモジュールを用いた細胞張力センサーの開発 

○平野咲雪１、道上達男２ 

１）東京大学教養学部統合自然科学科統合生命科学コース、２）東京大学大学院総合文化

研究科広域科学専攻生命環境科学系 

脊椎動物の初期発生において、個々の細胞が生む物理的な力は重要である。本研究で

はこのような力のうち張力に着目し、細胞張力を可視化するセンサーの開発を試みた。

張力センサーには、伸縮性の FRET モジュールとアドヘレンスジャンクション構成タ

ンパク質であるα-catenin, lima1 を使用し、このうち lima1 を用いたセンサーではツ

メガエル胚において張力を検出する様子が観察された。この機能を実証するにはさらな

る検証が必要ではあるが、胚において連続的・非侵襲的に細胞張力を観察できる可能性

が示されている。 

 

P-63 

ヨコヅナクマムシ由来細胞の分離法の確立と耐性能力の解析 

◯小島広樹、久保健雄、國枝武和 

東大・院理・生物科学 

緩歩動物門に属するヨコヅナクマムシは、外界の乾燥に際しほぼ完全に脱水した乾眠

と呼ばれる無代謝状態に移行することで乾燥に耐える。本研究では、クマムシの乾燥耐

性を in vitro において細胞レベルで再現することを目的とし、乾眠状態のクマムシから

生細胞を分離する系を構築した。分離した細胞は栄養貯蔵に関わる体腔細胞に由来する

と考えられ、乾燥曝露実験において他の動物細胞に比べ顕著に高い乾燥耐性を示すこと

を明らかにした。本研究は、クマムシの乾燥耐性機構を細胞レベルで解析する基盤を提

供すると期待される。 
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P-64 

X線分析顕微鏡(XGT)を用いた陸上節足動物の大アゴの元素マッピング測定 

○横山政昭１、中村ちひろ１、中野ひとみ１、吉野広軌２ 

１）株式会社 堀場テクノサービス 分析技術センター、２）東京大学大学院農学生命科学研

究科 

陸上に生息する節足動物の中で、鱗翅目の幼虫などでは、大アゴの先端部分に亜鉛

（Zn）を蓄積していることが報告されている。X 線分析顕微鏡（XGT）を用いて、様々

な陸上節足動物の頭部の元素分布をマッピング測定し、大アゴ先端部の Zn 蓄積の有無

を確認した。各種昆虫、および、昆虫以外の陸上節足動物（クモ、ムカデ、ダンゴムシ、

等）を比較した結果、大アゴ先端部の Zn 蓄積の有無は、生物学上での分類とは必ずし

も一致していないことが確認されたので、報告する。 

 

P-65 

ウニの個別飼育から考える海洋教育プログラム 

○小川博久１、清本正人２ 

１）千葉県君津市立君津中学校、２）お茶の水女子大学 湾岸生物教育研究センター 

中学校理科において，海の自然環境に注目させる学習プログラムの開発を目的として，

ウニの人工授精から発生・変態観察・稚ウニの飼育・放流までの一連の学習プログラム

の実践を進めてきた。受精から幼生・稚ウニの個別飼育の教材では，ムラサキウニ

（Anthocidaris  crassispina）・キタムラサキウニ（Mesocentrotus nudus）・タコノ

マクラ（Clypeaster japonicus）・バフンウニ（Hemicentrotus pulcherrimus）４種

のウニの室内飼育の方法やそれらを活用した学習プログラムを検討した。学習プログラ

ムの実施において，ウニの個別飼育方法についての難易度や生徒の興味関心の度合いな

ど，その変容について調査した結果を報告する。 

 

P-66 

アカガイを用いた高等学校生物基礎における血球観察実験の構築と普及にむけての保存の

試み  

〇伊藤篤子１、川下愛生１  

1) 東京工業高等専門学校物質工学科  

 高等学校生物基礎における「動物の血球観察実験」において二枚貝類アカガイの血球

を用いることを提案している。これまで、児童・生徒・教員にとって安定した実験結果

が得られるよう血球観察条件や浸透圧実験塩濃度などを最適化し実験条件を構築した。

本実験を実践し、50 分の授業時間内に実践者が失敗なく実験を行い興味を喚起できる

実験であることを確かめた。本実験は実践者の知識の定着に関して、視覚に遡及する場

合は効果がある可能性も示した。さらに、普及にむけて血球の-80℃での長期保存と、4℃

での短期保存を検討した。
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HP-1 

青色光によるハエの死亡原因は本当に酸化ストレスなのか 

○平田 匠１ 

1）山梨県立韮崎高等学校生物研究部 

東北大学の堀雅敏准教授らの研究により、可視光である青色光に昆虫に対する高い殺

虫効果があることが示された(2014）。今回、自作の青色光照射装置を用いて、青色光の

高い殺虫効果を検証し、その死亡の原因は何かについて研究を行った。その結果、高い

殺虫効果に先立ち細胞の酸化ストレスが上昇することが分かった。さらにアポトーシス

を誘発させる Caspase3 の活性を測定したところ、青色光を照射した個体群のみ、活性

が上昇をするという新たな知見を得た。以上から、青色光の殺虫効果は、酸化ストレス

が上昇しアポトーシスを誘発することで起こると考察する。 

 

HP-2 

ナメクジの条件による滞在変化 

○大港悠可、○樺澤絢美、○五十嵐紗衣 

新潟県立長岡高等学校 ２年 

植木鉢や植物の葉などの裏に逆さまにナメクジがくっついていることがある。そこで

ナメクジには体を逆さにして留まる性質があるのではないかと考え実験を行っている。

実際に植木鉢を用いてナメクジを観察すると、確かにナメクジには体を逆さにして留ま

る性質があり、加えて触覚を縮める特定の体勢をとった。私たちはこれを「滞在ポーズ」

と呼ぶことにした。何がこの性質を生むのか疑問に思い、植木鉢に見立てたモデルで詳

細に観察した。その結果から、光走性が影響するのではないかと考えた。今回はこれま

でに行った実験について発表する。 

 

HP-3 

ナメクジの体表微生物とナメクジの関係 

○千野史暁、幡野秀斗、原遥輝 ほか （松尾 洋） 

山梨県立都留高等学校 

肉眼で見えない微生物を普段意識することは少ないが、顕微鏡で観察してみるとあら

ゆる場所に、様々な微生物が生息している。私たちは８年間ナメクジの体表粘液につい

て調査してきた。粘液中には特定の繊毛虫や細菌が生息していた。繊毛虫はナメクジの

活動が活発になる１０月に多く見られる。また、コリネバクテリウムの一種である細菌

が恒常的かつ特異的に粘液中で観察され、その個体数は概日リズムをもつことなどが分

かった。現在はイシクラゲ（ネンジュモ）の内部に生息する微生物にも着目して研究し

ている。 
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HP-4 

アリに対するチョークの忌避作用について 

田中美有 

市川学園市川高等学校２年 

アリはチョークに対して忌避作用を示すといわれている。しかし、そのことに関する

詳細な研究論文はない。本研究はその真偽を調べるために行ったものである。まずチョ

ークの主成分である炭酸カルシウムでの忌避作用を確認した。次に小麦粉では忌避しな

かったことから、粉ではなく、物質を忌避することが分った。アリは蟻酸を出すことか

らそれが炭酸カルシウムと反応し、気体（CO2）が発生するため、それを嫌って避ける

のではないかと仮説を立てた。そこで、いろいろな物質を用いて忌避効果を調べ、仮説

を検証した。 

 

HP-5 

魚類における脂鰭の役割と生息環境の関係 

杉山響己 

市川学園市川高等学校２年 

脂鰭（あぶらびれ）とは一部の魚類のみに見られる背びれと尾びれの間にある肉質の

鰭のことである。しかしその役割についての詳細な報告はない。本研究は、脂鰭の役割

について、生息している環境と関係があるか系統学的に調査したものである。 

方法としては、まず原色魚類大図鑑（北隆館 阿部宗明その他）を用い、脂鰭をもつ

魚を検索した。またその生息環境を調べ、同じ目で持っていない魚と比較した。その結

果を系統樹としてまとめたので紹介する。 

 

HP-6 

ヨーロッパイエコオロギに匂いの嗜好性はあるのか？』 

新井侃 

市川学園市川高等学校２年 

ヨーロッパイエコオロギを用いて、匂いの嗜好性の有無および記憶学習の成否を研究

した。方法としてはまず、容器に匂い源としてバニラとペパーミントをしみこませた脱

脂綿を置き、ヨーロッパイエコオロギ１匹を１分間自由に探索させ、それぞれの匂い源

に立ち止まった時間を測定した。計 10 匹で同様の実験を行った。その結果バニラにい

た時間：ペパーミントにいた時間は１回目が 34 秒：26 秒、２回目が 25 秒：35 秒とな

った。ヨーロッパイエコオロギはフタホシコオロギと異なり、匂いの嗜好性や記憶の学

習もみられなかった。 
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HP-7 

プラナリアの再生細胞の分化について━分化に要する時間及び影響を与える物質の検索━ 

○安達実花、田中彩加里、 

水戸第二高校 

生物の再生に興味があり，プラナリアの再生について調べた。プラナリアでは、２つ

のタンパク質の濃度勾配によって体の前後の位置情報が決定され、細胞分化が引き起こ

されるという。 

 そこで、切断面の細胞分化がいつ引き起こされるのか、再生時の細胞分化の時間を調

べることにした。そのため、切断の際に必要な絶食期間を調べた。そ 

の結果、絶食期間は１０日前後ではないかと考えている。また、細胞分化が引き起こさ

れるまでの時間については２日前後ではないかと考えている。 

 

HP-8 

組織別プロトプラストを使ったニンジンの再分化能の比較  

○大島真由子、笹沼悠希  

茨城県立水戸第二高等学校 

プロトプラストとは、細胞壁を有する植物やカビにおいて細胞壁分解酵素などで細胞

壁を分解した細胞で細胞融合させ、新しい細胞をつくるときなどに用いられる。私たち

は、子葉と胚軸それぞれから切り取ったプロトプラストからどのように細胞壁がつくら

れ、植物体が生長するのか、また子葉と胚軸のプロトプラストの生長に違いがみられる

か観察してみた。なお、この研究は、昨年度からの継続研究で、昨年度は培養期間が約

１か月のものを約２か月観察した。 

 

HP-9 

ハナムグリ亜科における C-飛翔法と飛翔筋の関係性 

○瀬島勇飛２、○竹島拳気２、○森田幹史２ 、○山邉仁成１ 

東京都立科学技術高等学校 科学研究部 昆虫班 

私たちはハナムグリ亜科（Cetoniinae）のみにみられる特殊な飛翔法に興味をもち、

研究をしている。一般的な甲虫（Coleoptera）は前翅を広げて体のバランスをとって飛

翔しているが、ハナムグリ亜科は前翅を閉じて飛翔する。私たちはこれらの違いを興奮

の伝導によるものだと考え、電位の周期を測定することにした。まず、飛翔筋の位置を

把握するために解剖を行った。その後、対象の昆虫（シロテンハナムグリ Protaetia 

orientalis submarumorea、カブトムシ Trypoxylus dichotoma septentrionalis）の飛

翔筋に電極を刺入し、オシロスコープを用いて筋電位を測定した。以上について発表す

る。 
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HP-10 

未知なる生物「貝形虫」との出会い ～貝形虫の生態にせまる～ 

○田沼佑都２、○竹島拳気２、○瀬島勇飛２ 、○根本龍也２ 

東京都立科学技術高等学校 科学技術科 

ミジンコ（Daphnia）の観察をしている際、殻を閉じたミジンコにであった。文献で

調べてみると、貝形虫（Ostracoda）だと分かった。貝形虫は、二枚の殻で覆われてい

て、体調は 0.5～2.0mm であり、大きいものは肉眼でも観察できる。私達は最初、貝形

虫の殻の役割を調べようと調査をすすめたが、貝形虫の生態が調べられていないことを

知り、その生態を明らかにすることを目的として、研究を始めた。まず、ミジンコがい

る水槽から貝形虫を隔離し、水槽の水のみで一週間生育した。一週間後、観察すると個

体数が増えるなどの変化が確認できた。 

 

HP-11 

ゾウリムシの食胞は外膜からつくられるのか 

入江央 

埼玉県立浦和第一女子高等学校 

食胞とは、固形食物をとる原生動物などの細胞が、細胞内で食物を消化・吸収するた

めに形成する特殊な細胞小器官である。今回、ゾウリムシにおける食胞形成に注目し、

ゾウリムシの食胞が外膜からつくられているのか調べるために実験を行った。双眼実体

顕微鏡を用いて、細胞内の食胞形成数がゾウリムシの長径・短径に影響を及ぼしている

か観察した。食胞形成数が多いほどゾウリムシの長径・短径が短くなっていったことか

ら、ゾウリムシの食胞は外膜を用いてつくられていると考えられる。 

 

HP-12 

新潟県上越地域のギフチョウ(Luehdorfia japonica)個体群における mtDNAの SNPs 

○飛驒野昂太１、北條元聡１、伊藤菜々子１、丸山真穂１、渡邊桃子１、樋口絢香２、宮本俊彦 3 

１）新潟県立高田高等学校理数科、２）新潟県立高田高等学校普通科、３）新潟県立高田高

等学校教諭 

新潟県上越地域に断続的に存在するギフチョウ個体群の成立過程を明らかにするた

め、昆虫における簡便な PCR法を確立し、上越各地のギフチョウ成虫の mtDNAの ND5領

域における SNPs を調べた。その結果、関川の東西の個体群間で違いが大きく、食草の

カンアオイ属(Asarum)が 2種分布する関川西岸各地の個体群間では、一定の傾向を見い

だすことはできなかった。このことは、ギフチョウ個体群の成立には、食草の選好性よ

り地理的分断が大きく影響することを示唆している。 
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HP-13 

ヘイケボタルの幼虫はどんな場所が好き？－ ～背側と腹側の接触刺激について～ 

浅野由紀夫 1, 加松成美 1, 鬼頭飛悠 1, 沓掛弘毅 1, 小酒井慶太 1, 小酒井優衣 1, 齊藤良太
1, 塩塚理央 1，東瀬幹大 1，鳴海あおい 1, 廣瀬百音 1, 藤井美聡 1, 山本和輝 1, 山本月雲 1,  

指導・担当：里 浩彰 1,2，吉村和也 1,2,宇賀神希 1,2 渡邉惠次 1,3，高橋哲夫 1,3 

北区環境大学・ホタル環境講座 1，お茶の水女子大学・サイエンス＆エデュケーションセンタ

ー2，東京都北区・環境課 3 

ホタル環境講座では、ヘイケボタルの飼育・実験を通して、その生息環境や行動を学

んでいる。昨年度までに、幼虫は、水槽の中で黒く塗られた底面の上や壁面の近く、物

陰がある場所を好むことを明らかにしてきた。今年度は、幼虫の背側と腹側それぞれに

ついて、接触刺激に対する選好性を調べた。腹側への刺激として床の一部に砂を敷き詰

めた水槽を、背側への刺激として水槽を屋根で覆い、一部に落ち葉や植物を模した人工

物を取り付けた水槽をそれぞれ用意し、幼虫は接触刺激のある場所とない場所どちらを

好むか調べたので、結果を報告する。 

 

HP-14 

ヨコヅナクマムシのトレハロース代謝 

大附祐也 

埼玉県立川越高校生物部 

ヨコヅナクマムシは緩歩動物の一種であり、乾眠ができる。今回この乾眠において重

要な糖であるトレハロースをクマムシがどのように代謝するのかを代謝阻害によって

検証した。代謝阻害にはトレハロース分解酵素であるトレハラーゼの阻害剤であるバリ

ダマイシン A を用いた。ヨコヅナクマムシは活動状態においてトレハロースをグルコ

ースに分解する代謝を行うことが分かった。また乾眠状態から活動状態への復活時にト

レハロースの分解を行う必要があることが分かった。 

 

HP-15 

埼玉県内の河川における外来生物カワリヌマエビ属の形態的・遺伝的研究 

富田大愛、清水花衣、熊本雪乃 

埼玉県立川越女子高等学校 生物部 

近年外来カワリヌマエビ属の分布が拡大してきている。一方で在来ヌカエビの数は大

幅に減少している。私たちはこれらの関連性を調べるために、本校付近の河川を中心に

カワエビの採集を行い、分布調査を行った。その結果、季節ごとの体調を比較すること

で、ある程度外来種の１年間の生活を予測できた。また、採集個体の mtDNA 解析を行

うことで、遺伝的背景を調査した。 
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HP-17 

クロロフィルの光合成における機能の検証 

楠原若菜 

茨城県立水戸第一高等学校 生物同好会部 

植物は，葉緑体内のクロロフィルで光エネルギーを受け取り，励起されたクロロフィ

ル中の電子が移動する（電子伝達）。この電子が移動する現象を，高校のラボスケール

で観察したいと考えた。そこで，チャノキの葉(抹茶)からクロロフィル a をカラムクロ

マトグラフィー法で抽出した。導電性ガラスにクロロフィル a を塗布した電極を光アノ

ード電極，炭素棒をカソード電極として，キセノンランプの光をアノード電極に照射し

て電流の測定を行った。クロロフィル a を照射した導電性ガラスに光を照射すると電流

が流れるという現象を観察できた。 

 

HP-18 

DNAを利用した水溶液濃度の可逆的調節 

宮部真美 

茨城県立水戸第一高等学校 生物同好会部 

DNA は水に溶解し、Tm値に近付くと 2 本鎖 DNA が 1 本鎖に変性する。これに伴い、

分子数は１分子から２分子に変化する。そこで、半透膜を介し DNA 溶液と異種の水溶

液を区切り、DNA 溶液の温度を上昇させる。これにより他方の水溶液の水が DNA 溶

液に浸透し、水溶液濃度を調節できるのではないかと考えた。水溶液濃度を温度変化の

みで可逆的に調節することに成功したことを報告する。 
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HP-19 

光触媒を用いた多糖類分解によるグルコース産生 

丸岡紗英 

茨城県立水戸第一高等学校 生物同好会部 

酸化チタンは，光触媒として有機物等を酸化分解する活性を有する。酸化チタンを使

って多糖類の分解ができれば，より効率よくグルコースを作り出せると考えた。そこで，

多糖類が，酸化チタンの光触媒活性によってグルコースに分解されるか検証することを

目的とした。まずは，多糖類としてデンプンの分解を調べた。その結果，酸化チタンの

光触媒活性によってデンプンが還元糖に分解されたことが示された。さらに，紫外線照

射の時間依存的に還元糖濃度が増加することが分かった。 

 

HP-20 

パラミロン高含有ユーグレナの培養条件の確立 

美留町竜輝 

茨城県立水戸第一高等学校 生物同好会部 

ユーグレナは，多糖類であるパラミロンをエネルギー貯蔵物質として産生する。パラ

ミロンは，生分解性プラスチックの原料となるなど，有用性のある物質として注目され

ている。ユーグレナのパラミロン含有量は，培養条件に大きく影響を受ける。本研究で

は，ユーグレナにパラミロンを効率よく産生させる培養環境を比較検討した。独立栄養

培養では従属栄養培養よりも短い世代時間で培養でき，スクロースを用いた従属栄養培

養や高粘度培地を用いた培養によって細胞当たりのパラミロン量が増加することが分

かった。 

 

HP-21 

蚕の孵化・羽化を揃える光の条件 

市川尚人 

茨城県立並木中等学校 

蚕は通常早朝に孵化・羽化が起こるが、6 年前夜に人工的な光によって孵化・羽化が

起こることに気づき、それから光の照射方法による孵化・羽化の研究をしている。今回

は、光の照度・色・波長に違いによる光の条件を変えて実験をおこなった。すると、昆

虫では感知されない赤色光でも孵化・羽化は起こり、長波長の光では孵化・羽化の割合

を下げた。さらに、孵化は照度の高い方が集中し短波長の光ではばらついた。また、羽

化は照度の低い方が集中し短波長の光の方が集中した。本発表では、蚕の孵化・羽化を

揃える光の条件について報告する。 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 


