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魚類の多様な世界 ～魚はどのように進化したのか～
ヤツメウナギとサメから探る、脊椎動物の初期進化
日下部りえ （国立研究開発法人理化学研究所）
タツノオトシゴの育児嚢 ～形成メカニズムと進化～
川口眞理 （上智大・理工）
アフリカの湖で起きた適応放散ーシクリッド進化の分子基盤に迫るー
二階堂雅人 （東京工業大学生命理工学院）
硬骨魚類の多様な孵化機構：卵膜遺伝子と孵化酵素遺伝子の共進化
佐野香織 （城西大学 理学部）
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参加者の皆様へ
参加者の皆様へ
大会会場
上智大学四谷キャンパスは、ＪＲ中央線、東京メトロ丸ノ内線・南北線の四ッ谷駅から徒歩 5 分です。
正門は常時開いてます。東門は 9:00 から 18:00 まで開いてます。北門は閉まっています。
詳しくは会場案内のページをご覧ください。キャンパス内に駐車場はありません。
大会受付
受付場所：２号館４階 ９：３０ ～
事前登録者も当日参加者も受付をお願いします。
参加費：1,000 円（学生は無料）、 懇親会費：2,000 円 （一般会員、学生会員）
参加費及び懇親会費の事前支払いにご協力お願いします。
※振込⼿数料は各⾃でのご負担をお願いいたします。
<郵便局から振込される場合>
振込⼝座記号番号: 00110-0-451445
⼝座名称(漢字): 動物学会関東⽀部会上智会
⼝座名称(カナ): ドウブツガッカイカントウシブカイジョウチカイ
<他⾏からの振込の受け取り⼝座として利⽤される場合>
店名(店番): ０⼀九(ゼロイチキュウ)店(019)
当座: 0451445
休憩室・企業ブース
407 会場に休憩室および企業ブースを設置していますのでご利用ください。
託児所
託児室は 11 号館 104 室です。１か月前までに申し込みが必要です。申込者には個別に連絡しておりま
す。
昼食について
セブンイレブン（12 号館地下 1 階） は 10:00 から 17:00 まで営業していますが、その他の学内食堂、購
買部は祝日のため休業しております。
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参加者の皆様へ
ポスター発表の方へ
ポスターのサイズは A0 サイズ（縦 1,189 mm x 横 841 mm）以内で作成してください。
当日 9:30 ～ 14:00 に所定の場所に添付してください。
408 会場

P-1

~ P-40

409 会場

P-41 ~ P-80

410 会場

P-81 ~、中高生ポスター

演題番号が奇数の発表者は 14:00～15:00、偶数の発表者は 15:00～1600 にポスターの前で解説をお
願いします。
懇親会
参加希望者は受付にて参加費をお支払いください。
懇親会会場は１３号館です。一度正門を出て、ソフィア通りからお入りください。詳しくは会場案内のペー
ジをご覧ください。会場は１６時４５分に開場します。
その他
★ このプログラムは印刷された冊子は作成しません。当日はご自身で印刷したものをご持参ください。
当日受付では演題番号と発表者、タイトルの一覧表を印刷したものを配布します。
★ シンポジウム、ポスター発表の発表内容の撮影は関係者を除きご遠慮ください。
お問い合わせ
上智大学理工学部 安増茂樹 s-yasuma@sophia.ac.jp
上智大学理工学部 川口眞理 k-mari@sophia.ac.jp
準備委員会
大会会長

上智大学理工学部 安増茂樹

準備委員長

川口眞理

懇親会担当

小林 健一郎

会場担当

千葉篤彦

会計担当

神澤信行

プログラム担当

林 謙介
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03-3238-3393
03-3238-3037

会場案内
交通案内
住所 ：
アクセス ：

〒102－8554 東京都千代田区紀尾井町 7－1
JR 中央線、東京メトロ丸ノ内線・南北線/四ッ谷駅 麹町口・赤坂口から徒歩 5 分
正門は常時開いてます。東門は 9:00 から 18:00 まで開いてます。北門は閉まっています。
キャンパス内に駐車場はありません。

２号館（学会会場）

１３号館（懇親会会場）
（こん
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会場案内
キャンパスガイド

２号館学会会場

１３号館
懇親会会場

セブンイレブン（12 号館地下 1 階） は 10:00 から 17:00 まで営業しています。
その他の学内食堂、購買部は祝日のため休業しております。
１３号館（懇親会会場）へは、一度正門からソフィア通りへ出てください。

２号館学会会場
１３号館
懇親会会場
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会場案内
フロアガイド
２号館４階フロアガイド

公開シンポジウム
支部総会 (401)

２号館４階

休憩室・企業
ブース (407)

受付

ポスター発表
(408,409,410)

１階入り口

408 会場 P-1 ~P-40
409 会場 P-41~P-80
410 会場 P-81~、
中高生ポスター

１３号館フロアガイド
ソフィア通りからお入りください。

１３号館３階

１３号館１階

懇親会会場
(303)
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公開シンポジウム
公開シンポジウム

魚類の多様な世界 ～魚はどのように進化したのか～
2 号館 401 講義室 10:00-12:00

ヤツメウナギとサメから探る、脊椎動物の初期進化
日下部りえ （国立研究開発法人理化学研究所）
魚類には脊椎動物全種の半数以上に当たる３万種近くが含まれ、実に多様な形態と生活環が見られる。一方で、
そのほとんどが、水中生活に適した流線型の体、鰓（えら）、鰭（ひれ）など、共通な形態や器官を持っている。ま
た、進化的にはヒトを含む四足動物の祖先も魚類であり、その基本的な形質は、脊椎動物の多様化と繁栄の礎と
なったと考えられる。では初期の魚類はどのように地球上に現れ、現在私たちが目にすることのできるさまざまな
形に進化してきたのだろうか？この謎に迫るべく、ヤツメウナギやサメを使った研究を進めている。ヤツメウナギは、
脊椎動物の進化のごく初期に分岐した円口類に属し、顎や、対鰭（手足に相同）を持たない。一方、軟骨魚類で
あるサメはこれらの器官を持っているが、筋肉、骨格、脳・神経系の発生機序など多くが謎に包まれている。最近、
どちらの種でも受精卵や初期胚を使った実験と解析が可能になり、進化生物学・発生生物学の分野で大きな注
目を集めている。ゲノム解読もなされ、遺伝子レベルでも興味深い知見が蓄積しつつある。そのような研究からは、
脊椎動物の祖先に備わった「形作りのルール」と、現在までの進化における変遷が見える。分子生物学的手法の
応用例など、最近の状況についても紹介したい。

タツノオトシゴの育児嚢 ～形成メカニズムと進化～
川口眞理 （上智大・理工）
タツノオトシゴのオスは、腹側尾部に袋状の子育て器官である育児嚢をもつ。メスは育児嚢に産卵し、その中で胚
が発生し、その後、オスが出産する。育児嚢に入った卵は育児嚢内の胎盤様構造と呼ばれる組織に 1 つずつ包
み込まれている。卵を保育していない時期と比べると、卵に接する部分に毛細血管が多くみられ、卵を保育する
前後では胎盤様構造の形態が大きく異なる。胎盤様構造は浸透圧調整などを行っていると考えられており、保育
中の育児嚢の中の環境を一定に保つ役割があるのだろう。このような特徴が哺乳類の胎盤と似ていることから「胎
盤様構造」と呼ばれている。このように、子育てにおいて重要な役割をもっているが、胎盤様構造は始めからある
わけではない。育児嚢は生後１ヶ月ほどすると形成が始まる。形成初期は、腹側の真皮が隆起することで育児嚢
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公開シンポジウム
の原基が生じる。その後、正中線に向かって真皮が徐々に隆起し、正中線まで達すると入口を残して融合してい
き、袋状の育児嚢が完成する。ここまでは育児嚢は真皮層のみから構成されている。その後、袋の成長とともに、
徐々に胎盤様構造が形成されていき、成熟したオスでは内腔は厚い胎盤様構造でおおわれる。これらの組織の
形成メカニズムを詳細に調べるために、真皮層マーカーと内腔上皮マーカーなどの探査を進めている。また、育
児嚢の形成に関わる分化因子の探査を目的に、育児嚢の原基・融合途中・組織分化期・成熟期の胎盤様構造と
真皮層で発現に違いのある遺伝子の解析を進めている。これらの遺伝子の発現を調べることで、育児嚢の形成メ
カニズムについて分子レベルでの解明を目指している。さらに、育児嚢はタツノオトシゴが属するヨウジウオ科の
オスに特徴的だが、その形態は多様である。例えば、表皮に卵を接着させるだけの原始的なトゲヨウジ、接着させ
た卵を部分的に表皮で覆い隠すイシヨウジ、表皮で卵を完全に覆い隠すものの正中線では融合していないヨウ
ジウオ、穴状の入り口だけを残して正中線で融合したタツノオトシゴなどである。これらの魚種間で育児嚢の形態
を比較すると、タツノオトシゴへの進化過程で、単純な構造が複雑化して最終的に育児嚢が老廃物や浸透圧調
節などの子育て機能を獲得したことが示唆された。

アフリカの湖で起きた適応放散ーシクリッド進化の分子基盤に迫るー
二階堂雅人 （東京工業大学生命理工学院）
東アフリカの大地溝帯に位置する三大湖、ビクトリア湖、マラウィ湖、タンガニィカ湖には形態的・生態的に多様な
シクリッドが数百種を超えて生息しており、まさに「適応進化」の好例です。そして、各湖のシクリッドは、それぞれ
が湖に固有な種であり、遺伝的には湖ごとに近縁であるにもかかわらず、湖を超えて似た形質をもつ種が数多く
存在しており、これは「平行進化」の好例です。私たちのグループは、他に類をみないほどの「適応進化」や「平行
進化」を可能にしたゲノム基盤を明らかにしたいと考えて、シクリッドのフェロモンやその受容体の研究、さらには
唇の肥大化に関わる平行進化の研究を続けています。今回は、一風変わったシクリッドの生態やビクトリア湖での
採集調査の様子を紹介すると共に、現在私たちが進めている唇の肥大化に関わる研究（下記記載）に関してお
話いたします。
東アフリカの三大湖で平行的に進化したと考えられる「肥大化した唇」は、真皮の肥厚に起因しており、食性適
応に深く関わっていると考えられています。しかし、その「肥大化した唇」の進化過程における自然選択の有無や
遺伝的な基盤（原因遺伝子）は明らかにされておらず、研究者の間では興味が持たれているところです。私たち
は、唇の厚さが顕著に異なるビクトリア湖産シクリッドの異種間雑種系統を用いて唇の肥大化に関わる QTL 解析
をおこなったところ、連鎖群 22 に存在し弾性繊維（エラスチン）の形成に関与する MAGP4 遺伝子がその候補に
挙がりました。この MAGP4 遺伝子を含むゲノム領域の欠損はヒトにおいてスミス・マゲニス症候群（SMS）を引き起
こすことが知られておりますが、その SMS 患者の顔貌特徴の 1 つが唇の肥厚であることが記載されています。つ
まり本研究の結果はエラスチン形成の不全による唇皮下組織の張力の緩みが、唇の肥大化につながったことを
示唆しており、これから、唇の肥大化と MAGP4 の関連について、さらなるゲノムレベルでの詳細な解析を進めて
いく予定です。
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公開シンポジウム
硬骨魚類の多様な孵化機構：卵膜遺伝子と孵化酵素遺伝子の共進化
佐野香織 （城西大学 理学部）
多くの動物の卵は、卵膜に包まれている。魚類の胚は、卵膜に保護されつつ発生し、ある発生段階に達すると卵
膜を脱ぎ捨て孵化をする。これは孵化時に胚が分泌する孵化酵素とよばれるタンパク質分解酵素で、タンパク質
でできた卵膜を分解することで起こる。孵化酵素遺伝子とその基質である卵膜遺伝子は、密接な関係にあり卵膜
の分解という機能を維持しつつ進化していると考えられる（共進化）。硬骨魚類を俯瞰すると、卵膜に大きな変化
をもたらした 2 つの進化的イべントが孵化酵素の卵膜分解様式にどのように影響したかを考察することができる。
まず、最初のイベントは、卵膜の硬化機構の変化である。卵膜は、受精後硬い構造へと変化する。これを卵膜硬
化という。真骨魚類は、他の脊椎動物とは異なる新たな硬化機構を獲得し、より固い強靭な卵膜を持つようになっ
た。これは、トランスグルタミナーゼと言う酵素が卵膜タンパク質間に架橋構造を作ることによる。この共有結合は
卵膜に、硬くて高い強度をもたらした。カエルや古代魚の孵化酵素の卵膜分解は、最も大きい卵膜タンパク質を
切断して卵膜を軟化することであった。しかし、真骨魚類の孵化酵素は、N-末端部分に集中する架橋構造部分
を切断して卵膜から切り出す。あたかも、新規に獲得した卵膜の強度に寄与する部位を攻撃しているようにみえる。
その結果、卵膜は軟化し、胚は自身の運動により卵膜をやぶって孵化をする。
次に卵膜にもたらされたイベントは、卵膜タンパク質の合成部位の変化である。本来は、卵細胞が卵膜のタンパ
ク質を合成して細胞外に分泌し、卵細胞の周りに蓄積することで卵膜が形成される。しかし、真骨魚類の進化過
程でその合成場所は肝臓へと変化する。肝臓は、最も大きい臓器で多量のタンパク質を作る能力を持つと考えら
れる。その結果、卵膜はさらに厚く強靭に変化した。それと同時期に孵化酵素にも大きな変化が起きる。それまで
単一であった孵化酵素に遺伝子の重複が起き、2 種の孵化酵素による分解系へと変化した。一方の酵素は、遺
伝子重複前の単一酵素（祖先型酵素）と同様に卵膜を軟化するが、もう一方の酵素（新規機能獲得酵素）は、軟
化した卵膜を可溶化する。つまり卵膜の肥厚化、強靭化と同期して 2 つの酵素の共同作用による効率の良い卵
膜分解系が生じたこととなる。このように、卵膜と孵化酵素は互いに影響を与えつつダイナミックに共進化している
が、このような変化をもたらすものは、進化過程で起きる DNA の突然変異の蓄積とそれに続くアミノ酸配列の置換
である。本発表では卵膜と孵化酵素がどのように共調的に進化してきたかを述べ、続いて、機能の異なる２つの
酵素が生じた分子メカニズムを議論する。
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一般ポスター発表
P-4

一般ポスター発表要旨

細菌曝露によるウニ幼生の形態変化

P-1

赤坂 綺良々
埼玉大学教育学研究科 自然科学専修 理科分野 日比野研
究室

ツチガエルにおける新しい ZW 集団の起源
◯大池 輝 1、伊藤 悦朗 1、安増 茂樹 2、中村 正久 1
1)早大院・先進理工・生命理工、2)上智大学・理工・物質生命
理工

ウニのプルテウス幼生は透明でシンプルな体のつくりをしてい
ることから、細菌感染による症状や細胞の免疫を顕微鏡下で
継続的に観察することが可能である。先行研究では海洋細菌
の曝露により、ウニ幼生の消化管が収縮し、かつ色素細胞が
消化管へ移動・凝集することが明らかになっている。本研究で
は、さまざまなウニ類の幼生に対して、2 種の海洋細菌や大腸
菌を曝露し、幼生に形態的な変化が現れるかを調べた。その
結果、上記の形態変化に加えて、短時間でプルテウス幼生の
腕が短くなることを発見した。

ツチガエルは同種において雄ヘテロ型(XY 型)と雌ヘテロ型
(ZW 型)の２つの性決定様式をもち、その生息域によって性染
色体の形が異なる大変ユニークな動物である。近年、今まで
報告されていた ZW 型集団とは異なる新しい ZW 型集団が報
告された。しかしながら、この新しい ZW 型集団の明確な起源
については未解明である。Mitochondrial12SrRNA の解析、新
しく発見した sex-linked DNA marker による解析、AR
promoter 領域の解析によってこの新しい ZW 型集団は
Central 集団と West 集団の交配によって誕生した集団である
ことが明らかとなった。本発表ではその詳細について報告す
る。

P-5
マナマコの変態期における遺伝子発現解析
○宇田川澄生、近藤真理子
東京大学理学系研究科 附属臨海実験所

P-2

マナマコ Apostichopus japonicus を含む棘皮動物は、五放射
相称の特異な体制を持っており、ボディプランの進化を考える
上で非常に興味深い。マナマコの幼生は左右相称であるが、
変態を経て五放射相称になる。この幼生後期から変態期に起
こる五放射性の発生機構の解明が、新奇のボディプラン進化
理解の一助になると期待できる。そこで発表者らは五放射相
称性の決定に関与する遺伝子を特定するため、幼生期後期
から変態期にかけて発現の上昇する遺伝子(Li et al, 2017)
や、左右相称動物で広く用いられる発生関連遺伝子の発現解
析を行った。

プラナリアの生殖機能獲得におけるヒストンバリアント H2A.Z
の関与
◯岩下 昌晃 1、松本 緑 2
1)慶応義塾大学大学院理工学研究科 基礎理工学専攻、2)
慶応義塾大学理工学部 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特に H2A バリアントに着目
し、その発現部位と機能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-6
メダカ孵化酵素 LCE と基質卵膜 ChgH のドッキングシミュレー
ションによる複合体形成
○竹野陸央 1、川口眞理 1、佐野香織 2、安増茂樹 1
1)上智大学大学院 理工学研究科 理工学専攻、2)城西大学
理学部 化学科

P-3
ウニの生活史と環境順応能力

魚類が孵化する際、卵膜は分解され軟化、または可溶化す
る。それを行う酵素を孵化酵素という。メダカの孵化酵素は二
種類あり、卵膜を膨潤化する HCE とさらに可溶化させる LCE
である。LCE は基質特異性が高く、卵膜の一部分(mid-ZPd
site)のみを切断する。我々は LCE と基質である卵膜を
rosetta 法にて構造を予測した。予測された LCE および卵膜
の構造は、その評価において十分とりうる構造であったため、
次にドッキングシミュレーションを行った。その結果 LCE と卵
膜 mid-ZPd site の複合体が予測された。この事は、LCE が
ZP ドメインの 3 次構造を認識し切断していると示唆される。

中 響子
埼玉大学大学院 教育学研究科 自然科学専修 理科分野
棘皮動物のウニは一般的に有性生殖を行うことが知られてい
るが、先行研究より Dendraster excentricus は魚の粘液に反
応して無性生殖によって小さな幼生を作り出すことが知られて
いる。 また他の先行研究では、ウニ幼生の無性生殖が適切
な温度や餌の量によって誘起されるという報告もある。本研究
では、様々な条件下でウニ幼生を飼育・観察することで、ウニ
の生活史と環境順応能力を探求することを目的とした。
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P-7

P-10

メダカを用いた正真骨魚類の卵膜合成機構の研究

ショウジョウバエ始原生殖細胞の性決定に関与する新規遺伝
子の探索

○西野良英 1、川口眞理 1、佐野香織 2、安増茂樹 1
1)上智大学大学院 理工学部 物質生命、2)城西大学 理学
部 化学科

○三浦博樹１、太田龍馬２、林誠１、２、小林悟１、２
1)筑波大学生命環境学群生物学類、2)筑波大学 TARA センタ
ー

メダカを含む正真骨魚類では、卵膜構成タンパク質である ZP
タンパク質は、肝臓で合成され血流にのって卵巣に運ばれる
ことが知られている。しかし、卵細胞でも異なる ZP タンパク遺
伝子が発現し、それらは、卵膜の微小な構成成分となってい
る。各 ZP 遺伝子の発現と、抗体を用い卵形成過程での ZP タ
ンパク質の局在を調べた。卵膜の主要な構成成分ではない卵
巣由来の ZP タンパク質の卵膜構築における役割を考察した
ので報告する。

有性生殖を行う動物では、始原生殖細胞のメス化によって卵
が、オス化によって精子が作られる。しかし、このような始原生
殖細胞の性決定機構には未だ不明な点が多い。そこで本研
究では、ショウジョウバエ始原生殖細胞の性決定に関与する
新規遺伝子を同定することを目指した。その第一段階として、
49 の候補遺伝子に対し in situ hybridization による発現解析
を行い、始原生殖細胞における発現に性差が見られる 30 遺
伝子を同定し、このうち 7 遺伝子に対してノックダウンによる
機能解析を行ったので報告する。

P-8
魚類の進化過程における孵化酵素重複遺伝子 LCE の新規
機能獲得

P-11
ショウジョウバエ始原生殖細胞の凍結保存技術の開発

○原島捺美 1、佐野香織 1、今井慶介 1、安増茂樹 2
1)城西大学 理学部 化学科、2)上智大学 理工学部 物質
生命理工学科

○酒巻由梨奈 1,2、福元達也 3、田中大介 3、浅岡美穂 2、小
林悟 1, 2
1)筑波大学 生命環境科学研究科、2)筑波大学 TARA センタ
ー、3)国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

真骨魚類の進化過程で孵化酵素遺伝子の重複が起こり、正
真骨類では、２つの孵化酵素 HCE と LCE を持つ。HCE が祖
先型機能を維持し、LCE が重複後に新規機能を獲得した酵素
であると考えられている。メダカで LCE の新機機能獲得に関
与する４残基のアミノ酸を同定した。この LCE の４残基は、正
真骨魚類の進化過程で保存性は低いが、多くが疎水性アミノ
酸間の置換であった。そこで、メダカ LCE をベースにこの４残
基を他の疎水性のアミノ酸に置換したリコンビナント孵化酵素
を作製したところ、LCE の機能は維持された。

凍結保存は遺伝資源を安全に保存する方法として有用だが、
ショウジョウバエ系統の凍結保存技術は未だ確立していない。
これまで、ショウジョウバエでは胚での凍結・融解が試みられ
てきたが、胚はサイズが大きく、内部に氷晶が生じやすいため
凍結に適さない。そこで、私たちは子孫を産生する能力を持つ
始原生殖細胞（PGC）の凍結保存を試みた。PGC を凍結し保
存できれば、融解後に別の胚に移植することで子孫が得ら
れ、系統を回復することができる。実験の結果、子孫をつくる
能力を損なわずに PGC を凍結・融解することができた。

P-9
キイロショウジョウバエの生殖細胞中における Samuel タンパ
ク質が細胞内共生細菌 Wolbachia pipientis に与える影響につ
いて

P-12
ショウジョウバエ精子鞭毛の複合運動波形

酒井 誠之介
国際基督教大学教養学部

○早野瑛美 1、和田祐子 2、最上善広 2
1)お茶の水女子大学 大学院 ライフサイエンス、2)お茶の水
女子大学 理学部 生物

Wolbachia pipientis は節足動物で感染が広く認められる細胞
内共生細菌である。このような細菌は宿主からの何らかの利
益により細胞内共生を可能にしているが、分子レベルの共生
関係についてはあまり明らかにされていない。本研究では菌
体に局在するキイロショウジョウバエの転写因子 Samuel に着
目し、共生関係との関連について検証した。その結果 Samuel
タンパク質の量が菌体の数に比例していることを見出した。
Samuel は共生細菌の生存あるいは増殖に対し有利にはたら
いているという可能性を示唆している。

キイロショウジョウバエの精子を空間制限の少ない容器で観
察したところ、らせん状の大きな屈曲と振幅の小さな振動の 2
つが複合した複合運動波形が形成されていた。このことから、
「らせん形状が固定された大きな屈曲が小さな振動を内包し
ており、その振動が鞭毛運動の駆動力となっている」という仮
説を立て、その検証を試みた。 精子がらせん軌跡を描いて
遊泳することを基に鞭毛波形を比較したところ、大きな屈曲は
固定されていると確かめられた。また、小さな振動は阻害実験
によって、鞭毛運動の駆動力であることが示唆された。
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P-13

P-16

ショウジョウバエ内分泌組織における核内倍加の役割

異種のショウジョウバエにおける糖耐性に関する遺伝的要因

○加藤勇輝、大原裕也、小林公子
静岡県立大学 食品栄養科学部

○阿部真生子 1、渡辺佳織 2、服部佑佳子 2、上村匡 2、4、丹
羽隆介 3、4
1）筑波大学 生物学類、2）京都大学院 生命科学、3）筑波大
学 生命環境系、4）AMED-CREST, AMED

核内倍加は、細胞質分裂を伴わず DNA 複製期とギャップ期
から成る細胞周期であるが、核内倍加の下流で駆動される分
子機構とその意義は不明である。本研究では、核内倍加の下
流で機能する因子を同定するために、核内倍加を遂行するシ
ョウジョウバエ内分泌組織・前胸腺を対象とした RNAi スクリー
ニングを行った。前胸腺における核内倍加を阻害した場合、エ
クジステロイドの産生が活性化せずその個体は幼虫で発生を
停止することから、この表現型を指標に候補遺伝子群を選別
し、それらの機能解析に着手したのでその結果を報告する。

本研究ではキイロショウジョウバエ D. melanogaster (D. mel)
および近縁種のセイシェルショウジョウバエ D. sechellia (D.
sec) を用いて、動物の糖に対する耐性や寛容性を追究した。
高濃度グルコースを含む餌を用いた飼育下において、D. sec
に比べて D. mel は長寿命を示し、また体液中グルコース濃度
は D. sec に比べて D. mel では有意に低かった。この結果を
受け D. mel と D. sec での種間雑種個体での寿命と体液中グ
ルコース濃度を検討し、糖耐性の種差の遺伝的要因を検討し
た。

P-14
昆虫で高度に保存された孤児核内受容体 seven-up の変異
体ではエノサイトに NASH 様脂肪蓄積を呈する

P-17
ヤツメウナギ幼生鰓軟骨基質遺伝子の発現と分子進化の解
析

○岩澤藍里、西村茉優、小瀬博之
国際基督教大学教養学部

○横山広真 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

非アルコール性脂肪肝炎(NASH)は脂肪肝に炎症や線維化が
おき、肝硬変や肝癌を合併する恐れのある疾患で、発症機序
は十分に解明されていない。本研究では NASH 患者の病理
組織で発現が低下している孤児核内受容体 COUP-TFII のシ
ョウジョウバエの相同遺伝子 seven-up に着目して、NASH モ
デルの作成と評価を行った。変異体では NASH 病態と類似し
た恒常的な脂肪蓄積が見られたが低血糖様の低トレハロース
も観察された。今後哺乳類の NASH との病理学的相同性を実
証するための慎重な検証が求められる。

祖先的な形態を多く残した脊椎動物である無顎類のヤツメウ
ナギは顎口類とは異なり、主要な軟骨基質としてⅡ型コラーゲ
ンとは異なるタンパク質をもつ。ヤツメウナギの脊椎骨、梁軟
骨はエラスチン様タンパク質を基質としており、それは lamprin
として知られているが、同じくエラスチン様タンパク質を基質と
する鰓弓軟骨はその軟骨基質が未同定であった。今回、ヤツ
メウナギ幼生の鰓弓軟骨で特異的に発現する軟骨基質遺伝
子を新たに発見した。これを仮 lamprin-like と名付け、発生過
程における発現、およびその分子進化についての解析を行っ
たので報告する。

P-15
外傷ストレスによるショウジョウバエの代謝影響

P-18

○下田藍丸、小瀬博之
国際基督教大学自然科学科

妊娠中のタツノオトシゴの育児嚢で発現する遺伝子の探査

外傷ストレスが代謝経路の制御に悪影響を与えることが近年
知られている。例えば、重度の外傷や外科手術は糖代謝に大
きく影響する。しかし、その分子機構の詳細は明らかになって
いない。そこで本研究ではショウジョウバエを用いて外傷スト
レスによる糖代謝への影響について調べた。レーザーを用い
3 齢幼虫の筋肉を切断した個体から抽出した体液中の糖質の
一種のトレハロースを測り、正常の幼虫との比較を行った。そ
の結果切断個体では体液中のトレハロース量が有意に低下し
ていた。

○岡沢燿平 1、川原玲香 2、川口眞理 3
1)上智大・院・理工、2)東農大・ゲノム解析セ、3)上智大・理工
妊娠前と妊娠中のタツノオトシゴの育児嚢の RNA-seq 解析を
行ったところ、妊娠中に発現量が増大する遺伝子の中に、
patristacin 遺伝子や新規なコラーゲン様遺伝子などが見つか
った。Patristacin が属する C6astacin ファミリーには nephrosin
や C6AST2/3 などが知られているが、それらの機能はよくわ
かっていない。また、妊娠前後では育児嚢の形態が変化す
る。育児嚢の構成成分はコラーゲンと考えられており、新規な
コラーゲンが形態変化に関与している可能性がある。そこで
本研究では patristacin を含む C6astacin ファミリーの遺伝子
および新規なコラーゲン遺伝子の発現解析を行い、機能を推
定したので報告する。
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P-19

P-22

タツノオトシゴの育児嚢における C 型レクチンの局在

陸上を「歩く」魚トビハゼの仔魚-稚魚変遷期における胸鰭骨
格のリモデリング

○宮坂和希 1、川口眞理 2
1)上智大・院・理工、2)上智大・理工

○岡本恵里 1、Mai Van Hieu 2、石松惇 2、田中幹子 1
1)東京工業大学大学院生命理工学研究科、2)長崎大学海洋
未来イノベーション機構環東シナ海環境資源研究センター

タツノオトシゴのオスには育児嚢と呼ばれる保育器官が存在
し、成長に伴い腹側尾部が盛り上がるようにして形成される。
育児嚢の組織切片を観察すると、育児嚢の形成過程で内腔
上皮の構造が体表上皮から内腔特異的な構造へと変化して
いた。そこで上皮に発現している 3 種類の C 型レクチン
（CTL1,CTL2,CTL3）に着目した。CTL1,CTL3 は体表上皮と内
腔上皮の両方に局在するのに対し、CTL2 は体表上皮には局
在せず、内腔上皮に特異的に局在していた。これらの遺伝子
の局在を育児嚢の形成過程を通して調べた。

トビハゼは両生の魚類であり、潮間帯において胸鰭を使い地
面を掻くように前進する。トビハゼの胸鰭骨格は、放射骨が長
く体壁から突き出しており、この特徴は陸上での効率的な運動
を可能にしていると考えられている。この陸上適応的な骨格形
態がどのように形成されるかを明らかにするため、我々は、ト
ビハゼの胸鰭骨格の発生を組織学的に観察した。その結果、
仔魚-稚魚変遷期における、放射骨の原基である胸鰭軟骨板
の領域および軸特異的な細胞分裂により、胸鰭骨格が体壁か
ら突き出すようリモデリングされることが明らかとなった。

P-20
タツノオトシゴの育児嚢の形成に関わる候補遺伝子の発現解
析

P-23
真骨魚類の腹鰭の位置を多様にした分子基盤へのアプロー
チ

○原田明里 1、川原玲香 2、川口眞理 3
1)上智大・院・理工、2)東農大・ゲノム解析セ、3)上智大・理工

◯岩崎寿樹 1、渡邉昂也 1、湯玲子 1、中谷友紀 1、藤村衡至
2、田中幹子 1
1)東京工業大学 生命理工学院、2)新潟大学 理学部

我々は形態学的な観察を通してタツノオトシゴのオスに特徴
的な育児嚢の形成過程を明らかにしている。すなわち、腹側
尾部の真皮が隆起することで育児嚢の原基が生じ、やがて正
中線で尾側から頭側に向かって融合し、開口部を残して袋状
の育児嚢が形成される。本研究では、育児嚢の形成に関わる
分化因子の同定を目指して、原基、融合途中、成熟期の育児
嚢の RNA-seq 解析を行い、形成初期で発現している遺伝子
のうち 26 個の転写因子や成長因子などに着目した。これらの
遺伝子の発現パターンをリアルタイム qPCR 法および in situ
hybridization 法により調べた。

真骨魚類の腹鰭は進化的に新しいグループになるほど頭部
側に形成される傾向にある。本研究では、腹鰭が頭部側に形
成される原因の一つとして考えられた卵黄吸収速度の低下の
関与の可能性を検証することを目的として、実験を行った。ま
ず、卵黄吸収速度の低下に関わる候補遺伝子について、機能
阻害実験を行ったところ、腹鰭の位置がシフトする表現型が得
られた。さらに、候補遺伝子の発現の違いを生み出しているゲ
ノム領域の探索をしたところ、腹位に腹鰭がある魚類でのみ
保存されている配列があることがわかった。

P-21
タツノオトシゴの育児嚢における真皮層特異的マーカーの探
査

P-24
ゼブラフィッシュの鰭における遊離筋の挙動の研究

○木下奈々1、川原玲香 2、川口眞理 1
1)上智大・理工、2)東農大・ゲノム解析セ

○澁澤昂平、田中幹子
東京工業大学生命理工学院

タツノオトシゴの成熟したオスの育児嚢は、胎盤様構造と真皮
層から構成されている。形成初期の育児嚢は 1 層の真皮層
のみからなるが、その後 2 層になり、胎盤様構造が生じる。
我々は育児嚢の形成メカニズムの解明を目指して研究を行っ
ている。本研究では、胎盤様構造と真皮層の RNA-seq 解析
を行い、育児嚢の真皮層で主に発現している 34 個の遺伝子
を解析した。その結果、真皮層特異的な遺伝子を 1 個、上皮
細胞特異的な遺伝子を 2 個同定できた。育児嚢の形成過程
を通して遺伝子の発現パターンを調べることにより、その形成
メカニズムを考察した。

遊離筋は、体節の一部から生じた皮筋節の腹側から脱上皮
化した筋前駆細胞であり、目的の場所へと遊走し、筋肉に分
化する。ゼブラフィッシュでは、遊離筋は lbx2 遺伝子を発現
しており、鰓下筋（舌筋の祖先型）や対鰭筋の形成に寄与す
る。本研究では、遊離筋の挙動を明らかにするために、 lbx2
陽性な細胞が/EGFP/リポーターを発現するようなトランスジェ
ニックの作製を試みている。本発表では、作製中の F0 胚にお
いて、lbx2 の発現領域で EGFP 蛍光を示す細胞の挙動につ
いて報告する予定である。
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P-25

P-28

ゼブラフィッシュ変異体を用いた肋骨形成機構の解析

ゼブラフィッシュの再生応答に関するエンハンサー配列の同
定

○江幡 奏美、赤間 燿、田港 朝仁、弥益 恭、川村 哲規
埼玉大学 理学部 生体制御学科 発生生物学研究室

○田牧輝久、柴田恵理、川上厚志
東京工業大学大学院生命理工学院 川上研究室

ゼブラフィッシュの肋骨は前後軸に沿って等間隔に配置されて
いる。体節境界が生じない fused somites(fss)変異体におい
て、この規則的な配置に乱れが生じることから、肋骨の規則的
な配置には体節の分節性が寄与することが示唆されてきた。
我々は、Calcein 染色を用いて野生型と fss 変異体の肋骨の
硬骨化過程を詳細に観察した結果、変異体で見られる規則的
な配置の乱れは硬骨化進行に従って生じる複数本の癒合や
分岐などの現象に起因すること、またこれらに伴う肋骨本数の
増加が確認されたので、これらの観察結果を報告する。

ゼブラフィッシュは、脊椎動物の中でも高い組織再生能を持
ち、これまでにヒレ再生の際に発現が誘導される遺伝子が多
数明らかにされている。これらの遺伝子は周辺の再生エンハ
ンサー配列により発現が誘導されると予想される。再生遺伝
子周辺の配列を比較しところ、高度に保存された配列を発見
した。この配列を含むもの、含まないものなどのコンストラクト
を作製したところ、エンハンサー様配列を含むもののみが、成
魚の再生ヒレで EGFP の発現を誘導した。このエンハンサー
配列は再生における遺伝子の誘導に関与することを示してい
る。

P-26
ゼブラフィッシュ尾ヒレの部分除去再生過程における先端側組
織の影響

P-29
ゼブラフィッシュのひれ再生における間葉細胞系譜の解析

○中島渉、中西壮野、細谷崚介、大湖史朗、和田直之
東京理科大学理工学部応用生物科学科

荒木裕翔、柴田恵里、安藤和則、川上厚志
東京工業大学生命理工学院

これまでに我々は，ゼブラフィッシュ尾ヒレの鰭条を数セグメン
ト除去すると、除去孔は基部に残った鰭条から再生することを
報告した。本研究では，先端側に残った鰭条が基部からの再
生に及ぼす影響を調べるため、鰭条の分岐部の除去を行っ
た。その結果，基部から伸長した再生芽は先端側の２本の鰭
条とつながるが，正常な分岐とは形状が異なり、また分岐場
所も除去前と異なっていた。このことは遺伝子発現からも確認
された。そのため，鰭条の部分除去による孔再生過程では先
端側構造から基部の再生芽への影響はないと考えられた。

細胞系譜の解明は，組織恒常性維持の理解に必須である。し
かし，ゼブラフィッシュのヒレ再生において，主要な細胞である
間葉細胞の系譜については未だ明らかになっていない。本研
究では、Krt4 遺伝子を用い、Cre/loxP でラベルした間葉細胞
の細胞追跡を行い、間葉細胞が再生時に骨芽細胞になること
を示した。この結果から，間葉細胞は少なくとも骨芽細胞への
分化能を持つことが示された。先行研究により間葉細胞は骨
芽前駆細胞（OPC）に分化できることが示されており，今後、間
葉細胞が OPC を経ないで，直接，骨芽細胞に分化するか検
証する予定である。

P-27
ゼブラフィッシュヒレ再生過程におけるレチノイン酸シグナルの
解析
谷下絵里、川上厚志
東京工業大学生命理工学院
脊椎動物の一群は高い組織再生能を持つ。これまで、組織再
生におけるレチノイン酸（RA）シグナルの関与が多数示唆され
ているが、RA シグナルの作用機序は明らかではなかった。本
研究では、ゼブラフィッシュのヒレ再生過程での RA シグナル
の作用機構を解析することを目的とした。私達は、化合物ライ
ブラリーから RARβ2 選択的なアゴニスト AC-55649 が、成
体、幼生のどちらでも、再生を完全に阻害することを発見し
た。これまでの表現型解析の結果、AC-55649 は、傷上皮に
作用していると予想している。さらに詳細な表現型について報
告する予定である。
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P-30

P-33

ゼブラフィッシュ未分節中胚葉における tbx6 遺伝子の転写制
御機構の解析

オオサンショウウオの頭蓋発生 ―定性的記述―
○小林凌明 1、石川薫 1、田口勇輝 2、土岐田昌和 1
1)東邦大学理学部生物学科、2)広島市安佐動物公園

○伴 博之 1, 横田 大佑 1, 乙坂 栞里 1, 木下 宏史 1, 藤野
友梨 1, 矢部 泰二郎 2, 小原 弘幹 1, 猪塚 彩花 1, 赤間 燿
1, 鹿毛 大地 1, 弥益 恭 1, 高田 慎治 2, 川村 哲規 1
1)埼玉大学大学院 理工学研究科、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

オオサンショウウオ科は世界最大の両生類として知られ、サン
ショウウオ科とともにサンショウウオ亜目を構成する。二つの
系統間では体サイズならびにサイズ以外の形態形質が大きく
異なる。しかしながら、これら両系統間の形態的差異の創出
機序はよくわかっていない。本研究ではオオサンショウウオ
(Andrias japonicas)とカスミサンショウウオ(Hynobius
nebulosus)の頭蓋の発生を定性的に比較し、オオサンショウウ
オ特有の頭蓋形態が個体発生の過程でいかにして現れるの
かを記述した。

ゼブラフィッシュの体節形成において、T-box 型転写因子であ
る Tbx6 タンパクの発現領域前端が分節位置を規定すること
が知られているが、tbx6 遺伝子の転写制御機構は未だ不明
な点が多い。我々は、tbx6 が転写される領域と Tbx6 タンパク
発現領域に強い相関を見出し、未分節中胚葉でエンハンサー
活性をもつ T-box 結合配列の同定と欠損変異体の解析で、こ
の配列が tbx6 の発現制御に不可欠であることを示した。さら
に、Tbx6 タンパクがこの T-box 結合配列依存的に転写を活
性化することから、tbx6 の positive autoregulatory loop による
発現維持が、タンパク除去と共に解除されるモデルが示唆さ
れた。

P-34
頭蓋底骨格の軟骨原基を特徴づける分子の探索
○内田匠海、和田直之、大湖史朗
東京理科大学理工学部応用生物科学科

P-31

脊椎動物の頭蓋底骨格の基本構造はラトケ嚢を挟んで前方
へ伸びる一対の梁軟骨(TR)が正中部で融合してできる。融合
時には TR の間に別の軟骨(ITR)が形成されると考え、ITR や
TR を特徴づける遺伝子の単離を目指した。RNA-seq により
ITR で発現する可能性のある遺伝子に注目し，in vivo での発
現を確認した。現在までに調べた遺伝子はいずれも脳胞や顔
面隆起で発現していたが，ITR が形成される口腔天井での発
現は観察されていない。そのため，口腔天井領域での遺伝子
発現は周囲とは異なる調節を受けていることが考えられた。

古口蓋類の口蓋形成 －エミュー胚頭部の組織学的解析－
◯綿貫耕治、土岐田昌和
東邦大学理学部生物学科
現生の鳥類は新口蓋類と古口蓋類の二つから構成される。新
口蓋類では口蓋部の鋤骨が小さく、口蓋骨と翼状骨が結合し
ている。一方、古口蓋類では鋤骨が大きく、それが翼状骨と結
合することで口蓋を形成する。本研究では、祖先の状態を色
濃く残す古口蓋類の形成メカニズムを理解する端緒を掴むた
め、組織学的手法を用いて、新口蓋類のウズラ(Coturnix
japonica)と古口蓋類のエミュー(Dromaius novaehollandiae)の
口蓋形成の比較を行った。

P-35
単一細胞トランスクリプトーム解析によって明らかになった心
臓内神経堤細胞の多様性
○岩瀬晃康 1,2、内島泰信 1、瀬谷大貴 1、松居一悠 1、田口
明糸 4、山本尚吾 5、福田史朗 5、興梠貴英 6、和田洋一郎
4、油谷浩幸 5、宮川-富田幸子 3、榎本和生 2、栗原裕基 1
1)東大・院医・代謝生理化学、2)東大・院理・生物科学、3)ヤマ
ザキ学園大・動物看護学、4)東大・アイソトープ、5)東大・先端
研・ゲノムサイエンス、6)自治医大・医療情報部

P-32
コウモリ類における顔面形態多様化の解析ーキクガシラコウ
モリの鼻葉形成をとおして
臼井郁、土岐田昌和
東邦大 理 生物

多能性幹細胞集団である神経堤細胞のうち、後耳胞に位置す
る心臓神経堤細胞が大動脈肺動脈中隔形成、大血管形成に
関与する。加えて、それよりも頭側にある主に頭部顔面骨軟
骨形成に関与する前耳胞神経堤細胞も心臓内に広く分布し、
その一部は近位冠動脈平滑筋に分化することが近年報告さ
れた。本研究では、心臓内神経堤細胞集団の分布を明らかに
するために、胎仔心臓において single eell RNA-seq を行なっ
た。主成分分析（PCA）や tSNE クラスタリングにより、心臓内
神経堤細胞は、未分化な細胞を含む多様な細胞集団であるこ
とが示された。

コウモリ類は飛翔能力を備える唯一の哺乳類であり、それに
より地球上の幅広い環境で繁栄を遂げた。様々な環境への適
応を通じて、彼らの顔面部も著しい形態的多様化を遂げた。
一部の種は鼻葉と呼ばれる構造を持ち、そのサイズや形状は
種間で大きく異なる。しかし、鼻葉が個体発生の過程でいかに
して形成されるのかについてはよくわかっていない。本研究で
は鼻葉を持つキクガシラコウモリ（キクガシラコウモリ科）と鼻
葉を持たないユビナガコウモリ（ヒナコウモリ科）の胚発生を比
較し、コウモリ類における鼻葉形成様式を調べた。
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P-36

P-38

ネッタイツメガエルのエリスロポエチンの組織発現分布、cDNA
クローニングおよび組換え体の活性

エストロゲン受容体β１ヘテロ欠損メダカにおける血液学的解
析

○小笠甲人 1、佐藤圭 1・2、林優太 2、今関拓 2、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

○中田朱音 1、加用大地 2、神田真司 2、小川斐女 3、佐藤圭
1,3、加藤尚志 1,3
1)早大・教育・生物、2)東大院・理学・生物科学、3) 早大院・先
進理工・生命理工

造血系解析の新たな研究対象として、我々はネッタイツメガエ
ルに着目している。そこで赤血球産生因子エリスロポエチン
（EPO）の性状解析を進めた。近縁種のアフリカツメガエルの
EPO と同様に N 結合型糖鎖の付加部位はなく、両種の EPO
の一次構造の相同性は 90%以上であり、エリスロポエチン受
容体（EPOR）との結合部位は保存されている。ネッタイツメガ
エル肺の全 mRNA を抽出し、DNAse 処理、逆転写 PCR の後
に得た EPO cDNA を動物細胞に導入して組換え EPO を得
た。肝臓由来細胞を組換え EPO と培養して生物活性を調べ
たので報告する。

エストロゲンの増減が血球数に変化をもたらすことが様々な動
物で報告されている。しかしその分子機序は明らかにされてお
らず、遺伝子改変メダカモデルにおける解析について検討し
た。エストロゲン受容体β1(ERβ1) ヘテロ欠損メダカの末梢血
球および各臓器の血球分布と造血関連遺伝子の発現量を解
析し、エストロゲンの造血系への作用を調べた。少数例の解
析ではあるが、ERβ1 ヘテロ欠損メダカで野生株に対してジア
ニシジン染色陽性の成熟赤血球数の減少と同陰性細胞の増
加を認めた。現在、同腹個体のヘテロ・ホモ変異体を用いた実
験を進めている。

P-37
P-39

ネッタイツメガエルにおける EphB4 の組織発現

チャコバゼットガエル幼生の消化管の発達に対する食事の影
響

○小俣和輝 1，野村一騎 2，上原あずさ 2，平田昭人 2，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

◯加藤駿 1 三谷聡子 1 井口智文 2 小林健一郎 1
1)上智大学理工学部物質生命理工学科、2)宇都宮大学教育
学部生物学教室

ephrin-B2 をリガンドとするチロシンキナーゼ受容体 EphB4
は，静脈内皮細胞や赤血球前駆細胞に発現する．最近，腫瘍
細胞に発現する EphB4 が赤血球造血因子エリスロポエチン
（EPO）と結合して腫瘍増殖の一因となることが判明した．また
EphB4 は赤血球前駆細胞に発現し，赤芽球への分化とともに
発現量が下がることが知られている．そこでネッタイツメガエル
をモデル動物として ephrin/Eph 系と EPO の干渉/相互作用を
調べるために，まずゲノムデータベース上で ephrin/Eph のサ
ブタイプを検索した．次いで血球系細胞を含む各組織におけ
る発現分布を調べた．

チャコバゼットガエル（Lepidobatrachus laevis）は、南アメリカ
のユビナガガエル科のカエルである。その幼生（オタマジャク
シ）の食性は肉食性であり、ペプシンを消化酵素とする前腸
（胃）をもっている。今回、1)孵化直後から子ガエルまで、三種
類の食事（冷凍アカムシ、生きたメダカ、生きたイトミミズ）を与
えて飼育し、前腸（胃）と中腸の発達を比較した。2)前腸組織
には三種類のペプシノーゲンが含まれる。これらのペプシノー
ゲンを精製し生化学的性質を検討した。3)消化管の発達を組
織学的に観察した。

P-40
ウミガメの涙の由来を探る ー塩類腺形成過程の記述ー
佐藤大夢
東邦大学理学部生物学科 動物進化・多様性研究室
塩類腺は海生の鳥類や爬虫類にみられ、体内の過剰な塩分
を濃縮して排出することで体内の浸透圧を一定に保つ分泌腺
である。ウミガメ類の塩類腺は涙腺が変化したものであると考
えられているが、その発生様式は詳しく記述されていない。本
研究では、カメ類における塩類腺の形成メカニズムについて
の知見を得るために、塩類腺を持つウミガメ科のアオウミガメ
（Chelonia mydas）と涙腺を持つスッポン科のスッポン
（Pelodiscus sinensis）において、胚発生における塩類腺およ
び涙腺の形成パターンを比較した。
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P-41

P-44

ニワトリ胚肢芽間充織細胞集団の空間認識

ゼブラフィッシュ心臓流出路におけるエラスチン重合因子の発
現解析

○原田怜、和田直之、大湖史朗
東京理科大学理工学部応用生物科学科

○佐藤環、植竹正憲、古川大雅、小柴和子
東洋大学・生命科学部

ニワトリ胚肢芽を構成する間充織細胞の可塑性を調べる目的
で、間充織が位置を認識し周囲に合わせた形態形成を行う可
能性を細胞塊の移植により検証した。後肢芽の一部を立方体
状にくり抜き、(1)そのまま戻す、(2)軸を入れ替えて戻す、(3)細
胞を解離・集合させて戻す、などの移植操作を行った。その結
果、移植した細胞塊は周囲に合わせた骨格パターン形成は行
わず、自律的に振る舞うことがわかった。一方で、細胞塊の方
向に応じて形成される構造が大きく異なったことから、細胞群
は周囲環境を認識して応答、形態形成を行うと考えられた。

真骨魚類はエラスチンに富んだ平滑筋からなる心臓流出路
（動脈球）をもつ。動脈球特異的なエラスチンが平滑筋の分化
に重要であるとの知見から、我々は動脈球においてエラスチ
ンがどのように合成されるのか明らかにすることを考えた。そ
こで、エラスチン合成に関与する因子のうち elastin b、fibulin
5、ltbp3 の発現をゼブラフィッシュ胚において調べたところ、受
精後 72 時間でいずれも将来動脈球になる領域に特異的に
発現することを見出した。さらに、モルフォリノオリゴを用いて
fibulin 5 の機能阻害実験を行った結果、心臓の形態異常が引
き起こされた。

P-42
ニワトリ胚後肢芽間充織を部分除去した時の組織修復過程

P-45

○藤原桃子、和田直之
東京理科大学理工学研究科応用生物科学専攻

3D イメージングによるマウス胚心臓形態の比較解析
○川村颯 1、大橋正幸１、片野亘１、多鹿友喜 2、小柴和子 1
1）東洋大学・生命科学部、2）群馬大学・医学部

孵卵 4 日のニワトリ胚の肢芽間充織を部分除去しても、骨格
パターンは元に戻る。本研究では、この時の組織修復の過程
及び修復の極性について理解するために、周辺細胞の挙動
や系譜について調べた。その結果、除去孔の修復は、周辺細
胞の増殖ではなく、孔の前後に位置する細胞が孔に移動する
ことで進行していた。より発生の進んだ肢芽を用いて除去操作
をした際も、孔の前後の細胞の移動により修復・再生が起こっ
ていた。そのため、肢芽間充織除去後の骨格パターン再生
は、前後軸方向への位置価の再構成によると考えられた。

生命維持に重要な器官である心臓の形態解析は、断面を用
いた 2 次元的な解析では心臓の複雑な構造を理解することが
難しいため、3D イメージ解析が必要とされてきた。我々は、
CoMBI 法と呼ばれる凍結ブロック断面の連続撮影法と 3D 解
析ソフトウェアの Amira を組み合わせることで、マウス胚心臓
の 3D イメージの作製を試みた。胎生 10.5 日目の野生型マウ
ス胚と、Pitx2 変異マウス胚を心臓特異的に染色したのち、心
臓 3D イメージを作製し心臓形態の比較解析を行った。その結
果、Pitx2 変異マウス胚では房室管の形成に重篤な異常が生
じていることを見出した。

P-43
ニワトリ胚肢芽の指間細胞死と血管網のリモデリングの関係

P-46

○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

心臓発生における Pitx2 遺伝子の左心房局在の重要性

ニワトリ胚の肢芽では発生過程で指間領域における細胞死に
より指が分離する。本研究ではこの指間細胞死が引き起こさ
れるメカニズムを明らかにすることを目的とした。この目的で、
ニワトリ胚の指間領域で細胞死を促す因子を探索した。その
結果、活性酸素種 Reactive oxygen species (ROS) が指間細
胞死に関与していること、さらにこの ROS は指間領域におけ
る血管網のリモデリングのタイミングで発生していることが明ら
かとなった。

○片野亘 1、大橋正幸 1、川上翔士 2、竹内純 2,3、小柴和子
1,2
1）東洋大学・生命科学部、2）東京大学・分生研、3）東京医科
歯科大学・難治研
脊椎動物の心臓は、進化の過程で心臓を左右に分ける中隔
を獲得し、より高度に発達した循環器系を獲得していった。心
室中隔の形成には心臓転写因子 Tbx5 の左心室への局在が
重要であり、心房中隔形成においても心房に極性をもって発
現する遺伝子の関与が予測された。我々は、両生類以降で左
心房に局在した発現が認められる Pitx2 に着目し、マウスに
おいて Pitx2 の極性を乱したところ心房の低形成及び心房中
隔欠損を引き起こすことを見出した。このことから、Pitx2 の極
性をもった発現が心房中隔形成に重要であることが示唆され
た。
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P-47

P-49

筋細胞の分化過程におけるゴルジ体からの微小管形成

トゲアメフラシ消化管に対する消化管神経系による支配とその
中枢制御

○井出晃陽、林謙介
上智大学大学院理工学専攻 生物科学領域

○近藤日名子、黒川信
首都大学東京 大学院理工学研究科 生命科学専攻

筋細胞は分化過程で微小管形成中心（MTOC）が中心体から
核膜に移行し、さらに成熟した生体筋繊維ではゴルジ体が
MTOC となるという報告がされている。この時微小管核形成活
性化因子の PCM タンパク質も中心体から核膜に移行するこ
とが知られている。本研究では、C2C12 細胞の分化における
MTOC の移行と、ゴルジ体および PCM タンパク質の局在変
化を詳細に観察した。その結果 MTOC は中心体から核膜で
はなく、核膜に付着したゴルジ体に移行していることがわかっ
た。またそこで起こる微小管核形成は PCM タンパク質の
pericentrin, CDK5RAP2 によって引き起こされることがわかっ
た。

海産軟体動物アメフラシ科フレリトゲアメフラシ（Bursatella
leachii）の消化管運動の自律的リズムは、消化管神経系内の
ニューロン群の周期的なバースト活動に起源がある。この活
動のリズムは、食道神経を切断し、消化管を中枢神経系から
分離することで規則性が増強した。食道神経への電気刺激
は、消化管神経系ニューロン群のバースト活動を興奮性ない
し抑制性に変化させた。これらのことから食道神経を介した消
化管の自律運動の中枢制御の存在が示唆された。

P-50
Fugu Eye 細胞の遺伝子発現に人工月光が与える影響

P-48
Visualizing stimuli-based neural circuitry changes with HisTango in the visual system of Drosophila

○永野杜、岡野恵子、岡野俊行
早稲田大学 先進理工学部 電気・情報生命工学科

○Yiming Bai, Mayuri SATHIYANANTHAVEL, Satoko
Hakeda-Suzuki, Takashi Suzuki
東京工業大学生命理工学院

地球上には月光を受容し生殖活動などに利用する生物が存
在するが、そのメカニズムや情報伝達機構など不明な点が多
い。月光応答機構の解明を目指し本研究では、半月齢同調産
卵を行うトラフグの眼球由来の培養細胞 (Fugu Eye 細胞)
が、弱光に応答するかを調べた。Fugu Eye 細胞に 0.2 lux の
人工月光を 6-12 時間照射したところ複数の遺伝子の mRNA
発現量がコントロールに対し有意に増加した。今後は人工月
光の強度や照射時刻を自然条件に近づけ、応答遺伝子の挙
動から月光応答の仕組みと意義を検討する予定である。

Synaptic plasticity is a change in the pattern and strength
of information flow among synapse-forming neurons.
Previous studies have shown that the number of synapses
can be changed by environmental stimuli. In Drosophila
visual system, there are eight photoreceptor neurons (R1
to R8). R1-R6 innervate the lamina layer while R7-R8
innervate the medulla layer. Previously, we found that
some subsets of second order post-synaptic neurons lost
their connections with R8 in 24hr light condition for 4 days,
compared with 24hr dark condition, via HisTango. Doublestaining experiments confirm that L2 is the one which lost
connections with R8, while Dm18 might be not, according
to their locations and morphology. We are using GCAMP
and TRIC technique check the calcium physiological data
of every potential postsynaptic neuron of R8, including L2
neurons. This research show that environmental stimuli
can evoke neural circuitry change and dynamic
connection through synaptic plasticity for adaptive
behavior.

P-51
膜電位イメージングを用いた、ゼブラフィッシュ小脳における神
経活動の可視化
○奥村華乃子 1、宮澤碩彬 2、丸山和紘 2、弥益恭 2、津田佐
知子 2,3
1)埼玉大学理学部、2)埼玉大学大学院理工学研究科、3)埼玉
大学研究機構研究企画推進室
運動制御を担う小脳は神経回路研究の良いモデルとされる
が、その機能的な神経ネットワークの形成メカニズムについて
は未解明である。形成途中の小脳神経回路の機能解析のた
め、神経活動の直接的・高速の記録が可能な膜電位イメージ
ングをゼブラフィッシュ胚に用い、小脳における神経活動の可
視化を行った。複数の新規膜電位センサーについて遺伝子組
換え系統を用い、高速イメージングと電気刺激を組み合わせ
て観察を行った結果、刺激に伴い小脳の広域において神経活
動の上昇を検出することができた。
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P-52

P-55

グリシン受容体のシナプス集合におけるシナプス伝達の必要
性

ゼブラフィッシュのてんかん実験系の確立
○平田大貴 1、勝野 雄太 1、荻野 一豊 1、平田 普三 1
青山学院大学 理工学部

○高坂拓弥、荻野一豊、平田普三
青山学院大学理工学部

てんかんは脳神経活動の異常亢進により起こる、けいれんや
意識喪失などを主症状とする中枢神経疾患である。我々は、
神経活動抑制に寄与する K+-Cl-共輸送体 KCC2 を欠損させ
たゼブラフィッシュを作製し、視覚刺激や音・振動刺激を繰り返
し与えることで、成魚にてんかん発作を誘導することに成功し
た。現在は体が透明な稚魚の利点を活かして、てんかん脳の
ライブイメージングに挑戦している。ゼブラフィッシュは、てん
かんの新しいモデル動物として発症機構の解明にとどまら
ず、新規抗てんかん薬の開発にも有用であると期待される。

グリシン作動性シナプスにおいて、グリシン受容体（GlyR）はシ
ナプス後膜に集合して凝集体を形成する。培養神経細胞を用
いた in vitro 研究から、GlyR の集合にはシナプス伝達が必要
だとされてきた。我々は、シナプス小胞にグリシンを充填する
輸送体 VIAAT を欠損させたゼブラフィッシュを作製し、GlyR の
シナプス集合を脊髄切片の免疫染色で解析し、シナプス伝達
がないはずの VIAAT 欠損個体でも GlyR が集合することを発
見した。この結果から、vivo では GlyR の集合にシナプス伝達
が必要ないことが示唆された。

P-56
P-53

嗅神経細胞における転写因子 Bcl11b の クロマチン構造に対
する影響

polr2d 遺伝子欠損ゼブラフィッシュ系統の樹立
○前多将成、片岡未来、荻野一豊、平田晋三
青山学院大学理工学部

○橋本拓矢 1、榎本孝幸 2、廣田順二 1,2
1)東京工業大学 生命理工学院 生命理工学系 生命理工学
コース、2)東京工業大学 バイオ研究基盤支援総合センター

ゼブラフィッシュで RNA ポリメラーゼ II サブユニット D をコード
する polr2d 遺伝子をアンチセンスモルフォリノで阻害すると、
老化マーカーSA-β-gal の活性が増加したという報告があり、
polr2d は老化に関連するとされていた。この報告を検証する
ため、ゲノム編集で polr2d 遺伝子欠損変異体を作製すると、
変異体で発生の遅延や細胞死の増加が見られたが、SA-βgal 活性の増加は再現できなかった。これらの結果は、以前の
報告に反して、polr2d が老化関連遺伝子でないことを示してい
る。

嗅覚受容体（OR）遺伝子は系統学的に class I と class II の 2
種類に分類される。先行研究から、転写因子 Bcl11b は嗅上
皮の class I OR の発現に抑制的に機能し、嗅神経細胞の
class 選択の役割を担うことが明らかとなっている。本研究で
は、発現する OR の class の違いで嗅神経細胞核内のクロマ
チン構造に違いが生じるのか、そして Bcl11b がクロマチン構
造にどのような影響を与えるのか、について解析した。その結
果、嗅神経細胞は発現する OR の class によって異なるクロマ
チン構造を有し、その特徴的なクロマチン構造の形成には
Bcl11b が関与することが明らかとなった。

P-54
グリシン受容体の膜貫通ドメイン 2 と 3 がピクロトキシン抵
抗性に関与する

P-57
ニューロンの細胞質で微小管を形成するγ
-TuRC

○伊東大至、Sean E. Low、荻野一豊、平田普三
青山学院大学 理工学部

○山田美森、林謙介
上智大学大学院理工学専攻 生物科学領域

グリシン受容体(GlyR)は 4 回膜貫通タンパク質が 5 量体を形
成してできる Cl-チャネルである。GlyR の阻害剤の 1 つにピク
ロトキシンがあるが、その作用機序には不明の点が多い。
我々はゼブラフィッシュ GlyR をカエルの卵母細胞に発現さ
せ、ピクロトキシンによる阻害を解析し、ゼブラフィッシュ GlyR
はヒト GlyR と比べて低濃度のピクロトキシンで阻害される、つ
まりピクロトキシン抵抗性が低いことを発見した。さらに、GlyR
の膜貫通ドメイン 2 と 3 が GlyR のピクロトキシン抵抗性に関
与することを明らかにした。

ニューロンの樹状突起の微小管はランダムな配向をとってい
るが、このような微小管が形成される仕組みはよく分かってい
ない。我々は、突起内で微小管重合核形成が行われる可能
性を考え、これを検証した。初代培養ニューロンにおける重合
核形成を微小管再形成実験により可視化した。再形成された
微小管は細胞質全体に観察され、先端には TUBG と MZT2
が結合していた。免疫沈降により、これらはγ
-TuRC に
NEDD1, MZT1, MZT2 を含む複合体を形成していることが示
唆された。この複合体が樹状突起で微小管を形成し、ランダ
ムな配向を作り出していると考えられる。
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P-58

P-61

神経の発生における微小管切断酵素 katanin A-like1 の役割

神経細胞の微小管形成と CDK5RAP2 スプライシングバリアン
ト

○畠山瑛子、林謙介
上智大学大学院理工学専攻 生物科学領域

○中村朱里、林 謙介
上智大学理工学部物質生命理工学科

ニューロンの移動や突起形成には、微小管切断酵素が重要
な働きを担っている。近年、微小管切断酵素 katanin に類似し
た katanin A-like1 (KAL1) が報告された。本研究では、KAL1
と katanin を比較した。KAL1 はニューロンでの発現、および微
小管切断能が高く、細胞内分解を受けにくかった。その性質
は分子 N 末端側に起因していた。ノックダウン実験では、胎生
期大脳皮質ニューロンの移動には影響がなく、神経系株細胞
の突起伸長を抑制した。以上から、KAL1 の突起形成への関
与が明らかになった。

通常の動物細胞では中心体が微小管形成起点として機能す
るが、ニューロンでは中心体が微小管形成の活性を失ってい
る。本研究では、微小管形成タンパク質である CDK5RAP2 の
スプライシングバリアントに着目した。フレームシフトを起こす
エキソンを欠くバリアントがマウスニューロンで特に多く発現す
ることを見出した。このバリアントは微小管形成は起こすが中
心体に局在しない。発現は胎児期にはほとんどなく、出生後に
上昇していた。初代培養ニューロンでは、樹状突起形成時期
に一致して発現するとわかった。

P-59
P-62

ニューロン特異的 ninein アイソフォームの発現と機能

アカハライモリ新規プロラクチン受容体遺伝子の同定
○原 萌夏、林 謙介
上智大学大学院理工学専攻 生物科学領域

○須藤百合子 1、池田卓聡 1、岩室祥一 1、菊山榮 2、蓮沼至
1
1)東邦大学 理学部 生物学科、2)早稲田大学 教育・総合科
学学術院 生物学教室

ニューロンの微小管は中心体にアンカーしていない。微小管を
中心体にアンカーさせるタンパク ninein には、オルタナティブ
スプライシングにより様々なバリアントが存在する。バリアント
の発現を調べると、エキソン 20 が欠如したバリアント６（V6）は
ニューロンに特異的に発現していた。V6 を株細胞に発現させ
ることにより、このバリアントが中心体に局在せず、細胞質に
散在することが分かった。更に、ninein の N 端を細胞に過剰
発現させると、中心体の委縮や消失などの異常を起こすこと
が分かった。

アカハライモリより、既知成長ホルモン（GH）受容体およびプロ
ラクチン（PRL）受容体と相同性を有する新たな受容体遺伝子
を同定した。分子系統解析により、この遺伝子と相同と推測さ
れるものは硬骨魚に存在し、これらは既知 GH 受容体および
PRL 受容体とは異なるクレードを形成した。また、本受容体を
哺乳類培養細胞に発現させ、STAT5 応答配列を利用したレポ
ーターアッセイを行った結果、GH とは反応せず、PRL と特異
的に反応することがわかった。今回取得した遺伝子は新規
PRL 受容体遺伝子と推定される。

P-60
移動性ニューロンの先導突起形成における drebrin の働き
○宮田夏帆、林 謙介
上智大学理工学部物質生命理工学科
drebrin は微小管プラス端をアクチン繊維に結合させる作用を
持ち、ニューロンの突起伸長に重要である。本研究では移動
性ニューロンの先導突起形成における drebrin の働きを調べ
るため、マウス胎児内側基底核原基（MGE）ニューロンの初代
培養において drebrin をノックダウンした。drebrin 発現抑制は
Neuro2A 細胞の突起形成を阻害しなかったが、MGE ニューロ
ンの先導突起形成とグリア細胞上での細胞移動を阻害した。
以上のことから、drebrin は先導突起の形成に特に重要である
ことが分かった。
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P-63

P-65

Study of glycoprotein hormone-producing cells in the pars
tuberalis of Suncus murinus

全自動学習装置による淡水産巻貝の学習記憶能力における
地域差の解析

Dilibaerguli Shaliman, Hatsuki Sakaida, Kimie Atsuzawa,
Ichiro Sakata, Takafumi Sakai
Area of Regulatory Biology, Division of Life Science,
Graduate School of Science and Engineering, Saitama
University

○戸谷勇輝、伊藤悦朗
早稲田大学教育学部理学科生物学専修
淡水産巻貝である Lymnaea stagnalis は、古典的条件づけに
よる連合学習の習得が可能である。例えば、条件刺激である
ショ糖と無条件刺激である塩化カリウムとを組刺激として繰り
返し提示することで、味覚嫌悪学習を成立させることができ
る。味覚嫌悪学習が成立した個体はショ糖により誘発される
咀嚼行動が大幅に抑制される。この学習過程を機械的に自動
化し、同時に 5 個体の条件づけが行え、学習成績の自動判定
が可能な装置を作製した。この装置を用いて、オランダ産とカ
ナダ産の２系統のモノアラガイの学習能力の地域差を解析し
た。

The mammalian anterior pituitary gland is composed of
the pars distalis, pars intermedia, and pars tuberalis (PT).
In present study, the detailed tissue structure and
characteristics of hormone-producing cells of Suncus
murinus were studied. S. murinus PT showed a follicular
structure through the rostral to caudal region and only
thyroid stimulating hormone (TSH)- and luteinizing
hormone (LH)-immunopositive cells were identified, with
LH cells present at a high density in the caudal part of the
PT. Electron microscopic observation showed that S.
murinus PT had two types of granulated cells. Type 1 cells
contained small oval-shaped granules, and type 2 cells
contained large and small round-shaped granules.
Immunogold staining showed that type 1 and type 2 cells
were immunostained with LH and TSH, respectively.

P-66
仮想現実環境を用いた昆虫の定位行動における複数感覚の
役割の解析
○牧野航己 1、安藤規泰 1、設樂久志 2、本丸尚人 3、神崎亮
平 1、小川宏人 2
1)東京大学先端科学技術研究センター、2)北海道大学大学院
理学研究院、3)北海道大学大学院生命科学院

P-64

生物は定位行動の最終段階において目標確定を行う。目標
確定は、定位中に主として用いる感覚情報のみでなく、複数モ
ダリティの感覚情報によると考えられる。本研究では、視覚刺
激と聴覚刺激を操作できる仮想現実環境を構築し、雌のフタ
ホシコオロギ（Gryllus bimaculatus）の仮想的な雄（誘引歌の
音源・視覚目標）への定位行動を解析した。その結果、音源と
視覚目標の位置が一致する場合は定位方向のばらつきが減
少し、不一致の場合は離れたそれぞれへの接近が観察され
たことから、目標決定に聴覚と視覚の統合と使い分けが行わ
れていることが示唆された。

モノアラガイの沈水逃避行動
○榎本 萌花、黒川 信
首都大学東京大学院 理工学研究科 生命科学専攻
モノアラガイは水面で呼吸孔を開き、空気呼吸を行う。刺激を
与えた際、引き込め反射を示し殻に引き込む。さらに引き込め
行動に続き、空気を放出して水底に沈む行動も見られる。引き
込め行動については多く研究されている一方、水底に沈む逃
避行動についてはほとんど調べられていない。本研究では、こ
の行動を沈水逃避行動と呼び、沈水逃避行動の神経機構を
明らかにすることを目的として、まずこの行動の特徴を調べ
た。刺激を与えて沈水逃避行動を起こさせ、その前後での呼
吸行動に変化が見られるか、呼吸の回数や呼吸時間を測定
した。

P-67
ショウジョウバエの歩行を用いた意志の研究
◯若林眞生、川村ひなた、鈴木崇之
東京工業大学生命理工学院
ヒトの心や意志が脳でどのように表されているか、という疑問
はいまだに解決されていない。本研究ではこの疑問を解決す
るために意志を定量できるモデルを考案し、さらにヒトに比べ
て神経の数が大幅に少なく、遺伝的なツールが整っているショ
ウジョウバエを用いた。ハエを生きたまま長期間観察できる環
境を整えて、歩行時のターンの向きの偏りを調べた。中枢神
経において遺伝的ツールを用いてシナプス形成を活性化、不
活性化することでこの歩行時のターンの向きの偏りに変化が
生じるか観察した。
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P-68

P-71

カイコガ幼虫と成虫の頭部におけるメラトニン合成経路関連物
質の昼夜変化

真骨魚類メダカを用いた卵巣除去手術後の 17β-Estradiol 血
中濃度と脳下垂体ホルモン発現の動態解析

〇古屋瑠菜、丸山雄介、服部淳彦
東京医科歯科大学教養部生物学

○加用大地、岡良隆、神田真司
東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻

メラトニン(MEL)は、セロトニン(5HT)から N-アセチルセロトニン
を経て合成されるホルモンである。これまで一部の無脊椎動
物において MEL の存在が報告されているが、成育（変態）段
階における変化やその働きに関してはほとんど分かっていな
い。そこで、本研究ではカイコガに注目し、幼虫から成虫に至
る過程における頭部のメラトニン合成経路関連物質の昼夜変
化を LC/MS/MS を用いて調べた。その結果、幼虫の時期は、
これまで多くの動物で報告されているような昼夜変化とは異な
り、MEL は昼間に有意に高く、5HT は夜間に有意に高いという
逆の変動を示した。

17β-Estradiol（E2）は脊椎動物において、脳下垂体ゴナドトロ
ピン発現制御を介した生殖機能調節に大きく寄与している。本
研究では、真骨魚類の生殖制御解析モデルとして優れた特徴
を多く有する小型魚類・メダカにおいて卵巣除去手術（OVX）
後の血中 E2 および脳下垂体ホルモンの発現量動態を解析し
た。その結果、血中 E2 は OVX 後 1 日目にはオスと同程度ま
で低下し、プロラクチンの発現量も有意に低下した。また、
OVX 後１日目には黄体形成ホルモンと濾胞刺激ホルモンの
発現量がそれぞれ低下・上昇する傾向が見られ、４日目には
有意に低下・上昇した。

P-69

P-72

ドジョウにおける行動リズムと時計遺伝子発現の解析

繁殖期特異的に性行動を賦活する神経経路の解明

○更谷有哉、竹内悠記、岡野恵子、岡野俊行
早稲田大学理工学術院 先進理工学研究科 電気・情報生命
専攻

○富原壮真、加用大地、神田真司、岡良隆
東京大学大学院 理学系研究科生物科学専攻

ドジョウ(Misgurnus anguillicaudatus)は、日本をはじめ東アジア
の水田環境に広く分布し比較的入手や飼育が容易な食用魚
であるが、その行動リズムや概日時計機構はほとんど不明で
ある。これらを明らかにするため本研究ではまず、異なる光条
件下で飼育したドジョウの行動を比較解析した。また、トランス
クリプトーム解析より得られた時計遺伝子配列を元に、明暗条
件および恒暗条件における時計遺伝子 mRNA 発現を調べ
た。これらをもとにドジョウの概日時計機構と行動様式を考察
した。

多くの生物は繁殖期になると生殖腺が発達し、性行動を行う
ようになる。メスメダカの発達した卵巣を除去するとオスの求
愛を忌避するようになったが、卵巣が産生するエストロジェン
（E）の投与によりこの行動が回復した。また、脳内で発現する
E 受容体サブタイプ esr2b 欠損メスは、ペア飼育開始後の性
行動が日単位で遅れることを発見した。これらの結果は、繁殖
期に発達した生殖腺由来の E が脳内で受容され、性行動が
賦活されることを示唆する。今回新たに提案する遺伝学的手
法を用いて、E 受容により性行動を賦活する神経経路の解明
を目指す。

P-70

P-73

ゼブラフィッシュ眼球における zCry1b の発現および局在解析

ゼブラフィッシュ野生型系統間の運動能力の差

○東海林洋輔、玉澤歩実、岡野恵子、更谷有哉、戸田りこ、岡
野俊行
早稲田大学 / 先進理工学部 / 電気・情報生命工学科

○若松勇真、荻野一豊、平田普三
青山学院大学 理工学部
ヒトに人種があるように、野生型ゼブラフィッシュにも AB, TU,
TL, WIK などの系統が存在する。系統間で運動能力に違いが
あるのかを明らかにする目的で、スイムトンネルとよばれる魚
類用のトレッドミルを用いて運動能力の定量解析を行った。具
体的にはゼブラフィッシュを細い筒に入れて筒内で水流を作
り、水流速度を 1 分間毎に 1 cm/s ずつ上げる実験を行っ
た。魚には水流に流されないように留まって泳ぐ習性があり、
魚が泳ぎを継続できる最大の水流速度を測定し、各個体の運
動能力とした。WIK は他の系統に比べて有意に運動能力が低
いことが分かった。

クリプトクロム (CRY) は生物界に広く保存されており、概日時
計の構成因子として CLOCK:BMAL 複合体を介した転写活性
を抑制する他、多岐に渡る機能が推定されている。ゼブラフィ
ッシュがもつ 7 種の Cry 遺伝子の機能を推定するため、それ
らの mRNA 発現の日内変動を調べた結果、眼球において
zCry1b が朝夕 2 回のピークが観察された。この特徴的な発現
パターンの生理的意義を探るためさらに、ISH 法を用いて発現
解析した結果、網膜の視細胞層および内顆粒層、神経節細胞
層において陽性シグナルが観察された。
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P-74

P-77

セキセイインコのつがい内コミュニケーションにおける共有コ
ールの機能

鳥類において甲状腺ホルモンは課題転換学習を促進する
○青木直哉、山口真二、本間光一
帝京大学 薬学部

鈴木沙彩１、○渡辺愛子１、藤原宏子２、佐藤亮平３、宮本武
典１
1)日本女子大・理・生体情報、2)人間総合科学大・院・心身健
康、3)北里大・医・生理

我々は、孵化直後にみられる刷り込みの感受性期が脳内の
甲状腺ホルモンの一過的な上昇により始まることを示してき
た。甲状腺ホルモンは刷り込みトレーニングを開始すると血管
内皮細胞を経由して脳内に急速に流入し、脳内濃度が上昇す
る。本研究では、刷り込み又は甲状腺ホルモンが課題転換学
習を強く促進することを明らかにした。このことは、甲状腺ホル
モンが刷り込みだけでなく、その後の学習を促進する作用をも
有することを示す。

雄セキセイインコは、つがい形成時に配偶者のコンタクトコー
ルを模倣学習し、自身が持つコールタイプを増やす。また、つ
がいの雌雄は類似するコール（共有コール）を持つようにな
る。共有コールの機能を検討するため、配偶雌と新奇雌のコ
ールを呈示し、雄の鳴き返し音声を解析した。雄は配偶雌と新
奇雌のいずれの音声に対しても、一定以上の割合で共有コー
ルを使用して鳴き返した。つがい関係によらず共有コールが
使用されたことにより、雄は共有コールを鳴き交わしに使用
し、相手が配偶者であるかどうか識別している可能性が示唆
された。

P-78
報酬獲得後にみられる側坐核を中心とした脳領域間のコヒー
レント変化
○廣田晴喜、小林哲也、古舘宏之
埼玉大学・院理工・生命科学

P-75
シジュウカラ(Parus minor)の囀りの熱心さ(performance)と装
飾性(elaboration)の関係

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。我々は、側坐核が報酬獲得から獲得後への状
況変化において行動量を抑制する役割をもつことを明らかに
した。しかし、その際のニューロン活動の動態は不明である。
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）の同時記録を行うこ
とで、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、報酬獲得後に前頭前野、海馬、側坐核間の入
出力が行動により変化することが明らかとなった。

○井上綾乃 1、濱尾章二 2、上遠岳彦 1
1) 国際基督教大学・生物学、2) 国立科学博物館・動物研究
部
本研究では、シジュウカラ(Parus minor)の囀りの熱心さ
(performance)と装飾性(elaboration)の関係について、雄の囀
りの分析を行った。熱心さを示す変数として、囀りの速さ・周波
数幅・囀りの長さ・囀りの活発さを、装飾性を示す変数として、
音の種類数・周波数変調・周波数の変調回数・多重音声の割
合を設定した。その結果、囀りの速さと音の種類数、及び囀り
の速さと多重音声の割合に正の相関があった。以上より、高
い質のシジュウカラは囀りの熱心さと装飾性を両立させている
ということが示唆された。

P-79
マウスの学習記憶能力の日内変動
○佐野真広 1、岩下洸 1、梅木智裕 2、服部淳彦 3、千葉篤彦
1
1）上智大・理工・物質生命、2）上智大・院・理工、3) 東京医科
歯科大・教養

P-76
Wnt-2b は、鳥類の刷り込み臨界期を開くために必要である

これまでに我々はメラトニンの急性投与により物体認識記憶
の短期記憶および長期記憶を促進されることを ICR マウスに
おいて報告した。学習記憶能力に概日リズムがあることが多く
の動物で知られていることから、夜間のメラトニン分泌量の増
加が昼夜の学習記憶能力の差に影響を与えている可能性が
示唆された。そこで、本研究ではメラトニンを合成できない ICR
マウスを用いて物体認識記憶の長期記憶と短期記憶、および
空間認識記憶の短期記憶について日内変動の有無を調べた
ので報告する。

○山口 真二、青木 直哉、本間 光一
帝京大学薬学部
離巣性の鳥類に見られる刷り込み学習には、孵化後２，３日
間の学習臨界期が存在する。我々は、甲状腺ホルモン(T3)が
ニワトリヒナの刷り込みに必要であり、臨界期を過ぎても T3 を
注射することで臨界期が開かれ、刷り込み可能になることを示
してきた。今回、分泌タンパク Wnt-2b の遺伝子発現が大脳
IMHA 領域で高まること、また薬理学的に Wnt シグナルを阻害
すると刷り込みが起こらないことを見出した。このことは、Wnt
シグナルが刷り込み学習に必要であることを示す。
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P-80

P-83

雄ラットの嗅覚記憶におけるオキシトシンの影響

マウス慢性皮膚炎におけるシスチントランスポーターの役割

○草柳仁視 1、藤原昌也 2、沖未歩子 2、吉田真優 2、河合拓
海 2、千葉篤彦 1
1)上智大・理工・物質生命、2)上智大・院・理工

○小林 一哉 1、大谷 真志 1、佐藤 英世 2、渡辺 直子 1
1)東邦大学大学院 理学研究科 生物分子科学専攻、2)新潟
大学 医学部 保健学科

成体雄ラットを用いて幼若雄ラットの匂いの記憶におけるオキ
シトシン(OT)脳室投与の影響を調べた。またバニラエッセンス
の匂いを用いて一般的な匂いの記憶における OT の関与の
有無についても検討した。溶媒を脳室投与した対照群では少
なくとも 60 分間は一度提示された幼若ラットの匂いを記憶し
ていたが、OT 受容体拮抗薬(OTA)脳室投与群では、記憶を
30 分間維持できなかった。一方、バニラエッセンスの匂いは、
OTA 脳室群でも、溶媒投与対照群と同様に少なくとも 60 分間
は記憶していることがわかった。

シスチントランスポーターは、細胞内にシステインを供給する
ことで、抗酸化物質グルタチオンの量の維持に関与している。
輸送担体 xCT は炎症性刺激で発現が誘導されるため、マウ
スの慢性皮膚炎モデルにおいて xCT の役割を解析した。
xCT 欠損マウスでは耳の腫脹が増大し、炎症関連遺伝子発
現および炎症性細胞浸潤の増加が認められた。また、T 細胞
の増殖活性が上昇し、細胞数が顕著に増加したことから、xCT
の欠損は T 細胞に影響を与え、T 細胞をはじめとする炎症
性細胞の浸潤の増加により、炎症が増悪化することが示唆さ
れた。

P-81
P-84

雄ラットにおけるオキシトシン脳室投与による雌雄の匂いに対
する選好性の獲得

ICU キャンパス内に生息する中型哺乳類の DNA 分析

○渡辺夏実 1、藤原昌也 2、沖未歩子 2、吉田真優 2、河合拓
海 2、千葉篤彦 1
1)上智大・理工・物質生命、2)上智大・院・理工

○脇水徳之 1、上遠岳彦 2
1)国際基督教大学・生物学、2)国際基督教大学・生物学
東京都三鷹市の都市緑地に生息する 5 種の中型哺乳類ニホ
ンアナグマ、タヌキ、ハクビシン、アライグマ、イエネコの生態
調査を目的に、フンから DNA を抽出し、種判定、性判定、個
体識別を試みた。また、ためフン場において自動撮影カメラで
の記録も行い、DNA 分析の結果を補完した。その結果、
mtDNA の D-loop 領域の解析から、種判定が可能であった。
性判定、個体識別については限定的な結果が得られたが、試
料の採集法、採集時期などに課題が残った。

Long-Evans 系統の雄ラットは、交尾経験により雄よりも雌の
匂いに選好性を示すようになる。今回、脳室にオキシトシン
(OT)を投与した交尾未経験の雄ラットに、雌および雄ラットの
床敷きの匂いを提示したところ、その後それぞれ雄よりも雌、
および雌よりも雄の匂いに対して選好性を発現した。一方、雌
雄の匂いの代わりにシナモンとバニラの匂い（一般的な匂い）
を用いて同様の実験を行ったところ、雄ラットはどちらの匂い
に対しても選好性を示さなかった。これらの結果から OT の役
割について考察する。

P-85
メダカ胸腺における放射線影響の定量化

P-82
ヌマウタスズメ Melospiza georgiana の雄における、身体的特
徴・囀りの特徴・社会的順位制の相関関係

○丸山耕一
量子科学技術研究開発機構・放射線医学総合研究所 福島
再生支援本部

○荻野美奈 1、Amy Strauss 2、HaCheol Sung 3、小瀬博之
1、Jeff Podos 2
1)国際基督教大学教養学部、2)University of Massachusetts,
Amherst, Organismal and Evolutionary Biology、3)Chonnam
National University Department of Biology

胸腺は放射線により最も影響の出やすい臓器の一つである。
胸腺が可視化された GFP メダカ系統を用いて、胸腺の大きさ
の測定から、生きたまま放射線影響の定量化を行うことが可
能である。X 線単発照射では、2-5Gy の間に放射線影響のし
きい値があり、5-30Gy の間では線量依存的に放射線の影響
が検出されることが確認された。またガンマ線連続照射でのし
きい値は 10-50mGy の間にあり、この線量率は福島第一原発
周辺の空間線量の数百倍であると計算された。

自然選択や性選択の選択圧を受ける要因同士の相互関係・
それらの要因がもたらす環境変化への生物の適応の理解は、
生物の多様性や進化を理解する上で重要である。本研究で
は、ヌマウタスズメ Melospiza georgiana の雄を用い、３つの要
因（順位制・囀りの特徴・身体的特徴）が互いに相関している
可能性を検証した。その結果、それぞれの要因を細分化した
要素間の一部で相関関係が見られた。また、順位制（勝率）は
囀りの特徴と関連していることが示唆された。これは囀りの特
徴が戦いの結果（順位）を予測するための honest signaling と
して機能する可能性を示唆する。
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P-86

P-89

セミの垂直面からの離陸飛行特性

深い学びのための神経のシミュレーションの開発

○矢口太一１、安藤 規泰２
１）東京大学 教養学部、２）東京大学
ンター

○山本高之 1,2、黒川信 2
１）帝京大学高等学校、２）首都大学東京・院理工・生命科学

先端科学技術研究セ

高等学校や大学学部の神経生理学の学習における、生徒・学
生の深い学びのためのコンピュータシミュレーション教材を開
発した。シミュレーションは、GHK の式、Hodgkin-Huxley の
式、および、独自に構築したニューロン結合の神経モデルを用
い、膜の電気的性質や神経回路を能動的に学習できるものと
した。また、プログラム言語として JavaScript を用いることで、
学習者自身が所有するスマートフォンやタブレット端末のブラ
ウザ上で簡便に実行できるものとした。これらのシミュレーショ
ン教材について報告する。

セミという種は、前翅・後翅を巧みに操り、工学的には実現困
難な「垂直面からの離陸飛行」を実現している。垂直面からの
離陸飛行とは垂直面から離れる、後ろ向きでの直進、旋回、
直進という一連のシーケンスからなる非常に複雑で巧みな運
動である。しかし、昆虫飛翔の研究においては垂直面からの
離陸飛行という飛行形態の役割は着目されてこなかった。本
研究では、複数台の高速度カメラでセミの離陸飛行を撮影し、
位置や姿勢のパラメータを導出することで、複数種間での離
陸特性の差異などを解析した。

P-90
P-87

深層学習を用いた軸糸外腕ダイニン構造の識別

六脚ロボットを用いた昆虫の嗅覚アクティブセンシングの検証
○堀部純司、安藤規泰、神崎亮平
東京大学 先端科学技術研究センター

◯菅珮芸 1、入江美代子 2、入江克 3
1)早稲田大学情報理工学科、2)放送大学、3)早稲田大学理工
学術院

昆虫や甲殻類は種々のセンサを備えた触角を自在に操ってセ
ンシングをしている。能動的に情報を獲得することを“アクティ
ブセンシング“(以後 AS)と呼ぶが、いくつかの生物が匂いを受
容する際に AS をしていることがわかっている。しかし、実際に
センサを動かすことによる AS の効果は検証されていない。そ
こで、六脚ロボットにガスセンサを取り付け、AS の効果を風洞
内で検証した。実験の結果、匂いの放出頻度の低い時に AS
は効果を発揮したことから、生物の AS は離散的な匂い環境
下で積極的に匂い情報を得るために行われていることが示唆
された。

犬と猫のイメージ情報をコンピュターに取り込み深層学習法で
区別できるようになった(Watabe &Watanabe, 2017)。クラミドモ
ナス野生種（W）と変異種（M）の軸糸外腕ダイニンは一般的に
ピストル型と鈎型に分類されている。 マラリア病原虫精子
（ML）の鞭毛軸糸の外腕ダイニン電子顕微鏡像がどちらの範
疇に属するかを調べた。デジタルイメージング深層学習手法
を用いると客観的かつ定量的な見地より識別が可能である。
畳み込み 1 層とプーリング２層を使って、M と W それぞれの
８周辺微小管と ML の 9 周辺微小管の形状相関を求め、分類
した結果を報告する。

P-88

P-91

イワホリコツブムシの胞卵時の元素マッピング

高等学校「生物」における SDS-PAGE を用いた探究活動

横山政昭１、中村ちひろ１、吉野広軌２
１）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

○本橋 晃
雙葉中学校・高等学校

透過 X 線から組織の元素密度分布像を得る手法は動物学研
究では普及しており、数多くの研究報告がなされている。しか
し、元素を特定した報告例は数少ない。X 線分析顕微鏡
（XGT)はモノキャピラリーで絞った X 線を用いて極小ポイント
の蛍光 X 線を測定することで、組織の元素マッピング像を得
ることができる。甲殻類等脚目に属するイワホリコツブムシは
外見から雌雄を区別できるが、抱卵の有無は確認できない。
透過 X 線像でも判断しにくい本種の抱卵状況を XGT の元素
マッピングで確認できたので、報告する。

生徒に SDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳動（PAGE）を用い
た探究活動を行わせた。得られた結果は次のとおりである。
①パイン、キウイにタンパク質分解作用があるか→認められ
た。②酵素の pH、温度による活性の比較→ペプシン、トリプシ
ンについて確かめられた。③米の品種別のタンパク質の違い
→コシヒカリとあきたこまちとでは差は認められなかった。米の
アレルゲンであるアルブミンなどが検出された。④大豆に含ま
れるタンパク質、豆乳に含まれるタンパク質の比較→大豆と豆
乳のパターンは似ており、牛乳のパターンとは大きく異なって
いた。⑤毛髪、爪に含まれるタンパク質の検出→ケラチンらし
きバンドが検出された。他
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P-92
東京近郊に生息するアブラゼミの鳴音分析
○中里直 1、小石裕之 2、石川和輝 3
1)東久留米市立久留米中学校、2)足立区立千寿桜堤中学
校、3)国分寺市立第三中学校
セミの鳴き声が都市環境評価の指標になるのではないかと考
え、東京とその近郊に生息するセミの鳴き声を記録し、分析す
ることを試みた。東京と千葉の３か所の測定地点で、７～９月
の間、セミの鳴き声を２週間ごとに記録した。各測定点の主に
アブラゼミ（Graptopsaltria nigrofuscata）の鳴き声（周波数、パ
ルス、音の大きさ等）の日変化と季節変化を分析し、3 つの測
定地点の主成分分析等を実施し、比較した。さらに、鳴き声の
分析結果と気象要素との関係を分析し、セミの鳴き声と環境
の関係について解明を試みた。

P-93
甲殻類鰓脚綱アルテミア耐久卵形態形成過程におけるトロポ
ミオシンアイソフォームの解析
小泉淳史，益子葵音，○伊藤篤子
東京高専・物質
アルテミア耐久卵の形態形成過程におけるトロポミオシン(TM)
を解析したところ，分子量の異なる 4 つのアイソフォームが検
出された。分子量の大きい二つは耐久卵孵化処理開始 15 時
間を境に発現量を急増させ，孵化後も発現量を増加させた。
幼生で TM と F アクチンの局在を調べたところ，体節，筋，消
化管形成に伴って F アクチンと TM の局在がともに拡大した。
一方，頭部は TM の局在はみられたが F アクチンは観察され
なかった。TM には筋型と非筋型の分類があり，アクチンと異
なる局在は非筋型 TM の可能性が考えられる。

P-94
日本産 Milnesium cf. tardigradum について
○湊 廣輝 1、杉浦 健太 1、松本 緑 1、鈴木 忠 2
1)慶應義塾大学大学院理工学研究科、2)慶應義塾大学医学
部
クマムシの爪には２本ずつの主枝と副枝があり、オニクマムシ
のタイプ種 Milnesium tardigradum の副枝は各２本と３本の尖
端（[2-3]型）を持つ。これまで国内で確認されているオニクマ
ムシは、ほとんどが３本ずつの尖端（[3-3]型）を持ち、[2-3]型
は北海道からのみ見つかっていた。今回我々は長野、岩手、
沖縄、小笠原諸島から [2-3]型のオニクマムシを発見した。こ
れら 4 地点の標本について、COI 等の遺伝子配列を調べ、形
態的特徴と遺伝的特徴の両面から解析を行った。
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HP-4

中・高生ポスター発表要旨

モジホコリが作るネットワークの経過観察

HP-1

来見田 虎太郎
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校

古生代・三葉虫の複眼の視力の解明－電波干渉計望遠鏡の
原理を手がかりにして－

本研究の目的は、時間経過に着目して粘菌がネットワークの
最適化を行うまでの過程を調べることである。3 点（三角形）に
餌を置いたとき、モジホコリははじめから二手に分岐するので
はなく，順に離れたエサにたどり着くことでネットワークを形成
する経過が観察された。また、4 点間（四角形）に餌を置いた
場合も観察した。その結果、モジホコリが近いエサから順にた
どり着く過程は共通してみられた。しかし、最終的なネットワー
クの形状には違いがみられた。餌が増えるとネットワーク形成
までの過程が複雑化することがわかった。

○樺島由梨花、樋口つばめ
東京都立立川国際中等教育学校 科学部
現生昆虫と同様の連立像眼形式とされる古生代・三葉虫の複
眼の視力を、天文分野での干渉型の電波望遠鏡の原理を手
掛かりに解明を試みる。仮説「三葉虫の複眼は干渉型の電波
望遠鏡と同じ仕組みなのではないか」（この仮説を基にトンボ
の複眼に挑んだ先行研究はあるが学界ではまだよく知られて
いない手法である）。本研究では、視力を①「分解能」と②「鮮
明度」の２つの観点から捉え、さらにそれらを掛け合わせる
「新たな視力算出法」を見出した。その結果、人間の視力表に
換算して三葉虫の視力は 1.3 程度と推定された。

HP-5
なぜ、ミズクラゲは世界中で繁殖できたのか～クラゲの限界を
探る～

HP-2

奈良めぐみ
東京都立科学技術高等学校

世界最小の甲殻類カイミジンコ！？その分類にせまる！～カ
イミジンコの種分類の研究～

本実験では、ミズクラゲのポリプにおける急激な比重変化と緩
やかな比重変化に対する耐性の違いを調べることでクラゲの
増殖の条件に迫った。方法として、緩やかな比重変化を実験
1、急激な比重変化を実験 2 とし、ポリプを 15 個体ずつ上昇
条件・一定条件・下降条件の 3 条件下で飼育した。3 日ごとに
比重を上昇条件、下降条件において実験 1 では 0.002 ずつ実
験 2 では 0.004 ずつ変化させた。また、耐性の指標として 1 日
ごとに個体数を計測した。その結果と増殖の要因について今
回は報告する。

○小林哉太、赤林哲也、城津明星
東京都立科学技術高等学校
カイミジンコ(甲殻類)は、様々な水環境に生息しており種分類
が進められているその結果、現在は約 30000 種ほど種分類さ
れているが、砂の隙間(間隙環境)に生息するカイミジンコの種
分類はまだ進められていないためれ、間隙環境に生息するカ
イミジンコの種分類を進めていきたいと思い研究を始めた。研
究の結果、今回神奈川県三浦市松輪の海岸から 8 属のカイミ
ジンコを見つけることができた。その中の 1 種は未記載種であ
る可能性が高いと判断された。今回はこの 1 種について報告
したいと思う。

HP-6
プラナリアの再生と光走性について
○伊藤 光汰、向 雅生
都立富士高等学校

HP-3
ヒトミトコンドリアゲノムの変異パターン解析

プラナリアは強い再生能力と負の光走性を持つことで知られ
ている。観察の中で、プラナリアの切断部位によって、光走性
を示す時間に違いがあることがわかった。そこで、プラナリア
の体を真ん中で半分に切断し、その切片を円形のろ紙（半径
３cm）の中央に置き、ろ紙からプラナリアの体が完全に出る時
間を測定した。併せて、プラナリアの再生までの日数を観察す
ることで、頭部側と尾部側での再生と光走性を示す時間の比
較を行った。結果から、切断されたプラナリアの再生と光走性
についての考察を試みる。

○川崎 弥矢 1,2、○佐藤 玲奈 1,3
1)東北大学 飛翔型「科学者の卵養成講座」重点コース、2)埼
玉県立浦和第一女子高等学校、3)宮城県仙台二華高等学校
ゲノム DNA は生物の進化や環境への適応などで重大な役割
を果たしている。本研究では、そのゲノム DNA の変異の歴史
を基に、未来のゲノム配列を予想することを目的とした。研究
対象はサイズの小ささ、母系遺伝による祖先配列推定の容易
さ、データの豊富さからヒトのミトコンドリアゲノムとした。解析
した結果、塩基の出現頻度は C が高く、挿入・欠失は A や C
で起こりやすいことが分かった。また、AG 間 TC 間の変異で
あるトランジション変異が多く、変異が起こった塩基が次の変
異で元の塩基に戻る（復帰変異）傾向があることも分かった。
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HP-7

HP-10

ケアリが蚊が与える影響 ～クロクサアリとその分泌物はヒト
スジシマカ（メス）を殺す？～

冷却処理によるヤマトシジミの斑紋異常
○右田 陽、加藤 義臣
攻玉社高等学校

並木健悟
早稲田大学高等学院

ヤマトシジミ Pseudozizeeria maha は、蛹を低温の環境下に置
くと翅の裏面斑紋が異常となることが知られている(大瀧，
2010)。今回の実験では、班紋異常が出現する冷却処理条件
と班紋異常の種類を知るために、ヤマトシジミの蛹に 0℃、5℃
の冷却処理を行い、羽化個体の翅の裏面の斑紋を調べた。そ
の結果、冷却処理期間が比較的長いほど斑紋異常が生じや
すいこと、蛹化後 1 日以内の冷却処理が最も斑紋異常が生じ
やすいこと、および異常を生じやすい斑紋箇所があることなど
が明らかになった。

クロクサアリの分泌物はヒトスジシマカ（メス）を殺傷する能力
がある。その分泌物のヘキサン抽出物は、薄層クロマトグラフ
ィー（展開溶媒（酢酸エチル：ヘキサン＝4：6））を行ったとき、
Rf 値が 0.77 となる物質であることがわかった。

HP-8
界面活性剤と経皮吸収の関係
◯井上 礼葉
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校

HP-11
ニワトリ胚卵殻外培養におけるカルシウム供給

本研究の目的は、カイコの皮膚による界面活性剤の影響の評
価方法を確立し、その有効性を検証することである。そのため
に、界面活性剤（TWEEN80）と墨汁の割合を調整した溶液をカ
イコの皮膚に塗布し、その浸透度を比較した。溶液は、界面活
性剤の割合が 2 割、もしくは 8 割となるように調整した 2 種類
である。この実験により、界面活性剤の割合が大きいほど、溶
液の浸透が促進させることが分かった。現在は、界面活性剤
の毒性がカイコの皮膚で評価できるか検証するために、同様
の溶液を塗布したカイコの皮膚を切除し、組織切片を作成して
いる。

○水上勇佑
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校
ニワトリの卵殻外培養法は教育目的のみならず実験の手法と
しても期待が高まっており、より高い孵化率が望まれている。
本研究では孵化率の改善を目的に、この方法で添加される乳
酸カルシウムの量に着目して通常ニワトリ胚が孵化するまで
に卵殻から供給される Ca の量を卵殻の質量と構成物質の変
化を計測した結果、この方法の添加量よりもおよそ 4 倍の Ca
が供給されているとわかった。さらに添加量を増やして卵殻外
培養を行い、孵化率の改善を試みた結果、実験は失敗したが
添加のタイミングなどに課題が残されていることが分かった。

HP-9
LED の光が蚕に与える影響

HP-12

○市川尚人
茨城県立並木中等教育学校

アフリカツメガエルの変態期における硬骨形成の様式

これまでの研究で，蚕は明暗の変化によって孵化・羽化を操
作できることを明らかにした。今回は，５種類の単波長（赤・
黄・緑・青・紫外線）のＬＥＤライトを用いて実験をおこなった。
すると，通常の蚕は正の走光性をもつが，青色光で飼育した
蚕のみに負の走光性が見られた。一方，蚕には「暗」と認識す
るとされる赤色光でも「明」と同じような型で孵化・羽化した。ま
た，蚕は４回の脱皮を経て終齢幼虫になるが，孵化や幼虫の
時期に赤色光を浴びた蚕は脱皮までの間隔が短くなり，熟蚕
になるのが早かった。つまり，幼虫の期間が短くなった。

○小松 由果、林 彩葵、佐野 朋也、生澤 昌之
開智中学高等学校 科学部
無尾目では幼生期の骨格は軟骨から成るが、成体になると硬
骨の骨格に置き換わっている。軟骨から硬骨への置き換わり
（リモデリング）は変態期に起こるが、そのメカニズムについて
はあまり知られていない。今回、アルシアンブルーとアリザニ
ンレッドの二重染色によって、アフリカツメガエルの変態期に
おける軟骨から硬骨への骨形成リモデリングの様式を調べ
た。その結果、脊椎骨の置き換わりは頭部から尾部の方向に
進むこと、後肢の大腿骨のような長骨は中央部の骨幹から両
端部の骨端へと置き換わることなどが明らかになった。
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HP-13

HP-16

適量なんて言いません!!シロツ式透明骨格標本の作製法～透
明骨格標本をより綺麗に作製する研究～

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

城津明星
東京都立科学技術高等学校

○成田 周平１、宮本 俊彦２
１）新潟県立高田高等学校普通科、２）新潟県立高田高等学
校教諭

透明骨格標本の作製法は様々であり、具体的な薬品の量な
どが明記されていない文献も多い。そこで、安価な KOH を使
用し、骨格を観察しやすい標本を作製出来る具体的な手法を
確立する。製作に使用する薬液の濃度や、薬液に浸けておく
期間をサンプルごとに変えて完成した標本を比較する。変えた
条件は軟骨染色期間、透明化に使う KOH の濃度、硬骨染色
期間の 3 つとした。今までの経験から軟骨染色期間は 2 日、
透明化に使う KOH の濃度は 2%、硬骨染色の期間は 1 日とす
る条件が最も骨格を観察しやすい作製方法だと予想した。今
回はその結果を報告する。

我々は、これまで新潟県上越地域各地のギフチョウ成虫の
mtDNA の ND5 領域で SNPs を報告してきた。個体群ごとの傾
向については、関川および高田平野による地理的分断の結
果、違いが生じている可能性があるということ以外、よくわから
ない。そこで調査区域を広げるとともに、ＰＣＲの手法を見直す
ことでデータの信頼性を高めることを試みた。今回は、新たに
加えたデータを中心に報告する。

HP-17
宇都宮市街地の里山林における隣接する二次林とヒノキ林の
土壌動物群集の比較

HP-14
二枚貝類貝柱グリセリン筋の収縮性に関する報告

楊 添植
栃木県立宇都宮商業高等学校

○小玉智恵，○飯田佑佳，伊藤篤子
東京高専・物質

私は、高校入学後に「森林の土壌動物同士の関わり合い」、
「土壌動物と森林環境のかかわり合い」に関することに興味を
持った。まずは、森林の植生による土壌動物群集の違いを比
較したいと考えた。調査地は、富士見が丘団地と長岡公園に
挟まれる形で残された宇都宮の市街地にある緑地で、グリー
トラストうつのみやという団体が水田・畑・森林を管理している
環境(谷戸)である。この調査地は手入れされた里山で土壌群
集の比較研究をするための条件を十分に満たしていると思わ
れた。1 年半の調査結果を報告します。

小売店や飲食店でホタテの貝柱を観察すると，白い部分が付
着していることに気づいた。貝柱の中で白い部分（白色部）と
それ以外の部分（透明部）の役割に違いがあるのか疑問に思
い調べた。教科書に「グリセリン筋」が掲載されていたことか
ら，その手法を用いてまず貝柱の筋肉収縮率について調べ
た。ホタテ貝では白色部に比べて透明部の収縮率が高いこと
がわかった。このほかにホンビノス，ホッキガイ，アカガイにつ
いても調べ，ホタテガイの貝柱で生じた白色部と透明部の収
縮率の差が，種類が違っても観察されるのか検討した。

HP-18
HP-15

セミの鳴き声から学校環境を理解できるか？

オカダンゴムシの交替性転向反応の制御
○大村 美桜子 1、蟹江 さくや 1、村上 琴美 1、四本 亮 1、
中村 直志 1、宮澤 拓実 2、松下 直矢 3、向 雅生 1、日野
真吾 1、小川 修三 4
1）都立富士高等学校附属中学校、2）淑徳巣鴨高等学校、3）
都立小山台高等学校、4）板橋区立高島第一中学校

○大和久健太、○猪森恒一朗
埼玉県立川越高等学校 生物部
オカダンゴムシは交替性転向反応をよく示すことで知られてい
る。これはある時点での転向が前の転向とは逆の方向になる
という反応であり、簡単に言うと左右交互に曲がるということで
ある。しかし、この反応はあくまで傾向的なものであり、毎回起
こるわけではない。本実験ではこの反応が起きるメカニズムと
して考えられる仮説を利用し、コースの左右に段差をつけて反
応を示す割合を制御できるか実験した。その結果、段差を用
いることによって交替性転向反応を制御するには至らなかっ
たが誘導することができた。

校内のセミの鳴き声を調べることで、学校環境を理解できない
かと考えた。そこで、本校において、７～９月の間、約３日間の
セミの鳴き声を１週間ごとに記録した。基礎研究として、本校
における測定方法を検討し、測定地点の鳴き声を記録する範
囲を調べ、環境評価を検討した。セミの種類ごとに、発鳴開始
と終了時刻、１日の昼と夜の発鳴時間を求め、これらの季節
変化を調べ比較した。さらに、鳴き声と気象要素との関係を分
析し、セミの発鳴と環境の関係の解明を目指した。
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HP-19

HP-22

廃棄 NEW プロジェクト ～あらゆる資源を活用できる社会を目
指して～

セイタカアワダチソウとその寄生虫
○小谷 謙介
市川学園市川高等学校

尾嶋亜水
東京都立瑞穂農芸高等学校
本校の畜産科学科ではブタやウシ、ニワトリといった家畜をは
じめとした多くの種類の動物を飼育している。現在、本校で飼
育する乳牛では搾乳をしているものの、出荷基準を満たせず
に廃棄されている牛乳がある。そこで、この廃棄乳を本校で飼
育するブタに給与することで、有効活用することを本研究の目
的とした。通常通りの配合飼料のみで飼育したものと配合飼
料と廃棄乳を給与したものとでその成長を比較した。さらに、
飼料摂取量と増体量を比較することで廃棄乳を利用すること
による経営効果についても検討した。

外来生物であるセイタカアワダチソウ（Solidago altissima）と、
その寄生虫であるアワダチソウグンバイ（Corythucha
marmorata）の関係を調べることを目的として実験を行った。葉
の表裏、どちらにより多くのグンバイが生息しているかを目視
で数えた後、葉の組織層の厚さとグンバイの口吻の長さを顕
微鏡のミクロメーターを用いて測定した。結果として裏の方が
生息数が多く、口吻の長さと葉の組織層の厚さに関係性を認
めることが困難であることが分かった。そのため、アワダチソ
ウグンバイは柔らかい海綿状組織へと口吻を刺すために裏側
の個体数が多いのではないかと考えた。

HP-20

HP-23

蘇れ江戸の味、東京しゃも！ ～平飼いとケージ飼いはどちら
がおいしい？～

観葉植物による汚染空気の浄化
○齋藤 あやめ
市川学園市川高等学校

○四宮桃、○倉野内柚生
東京都立瑞穂農芸高等学校

観葉植物に汚染空気を浄化する能力があるのかを実験により
示した。空気の汚染の度合は NO2 の濃度をモニターとするこ
とで確認し、NO2 濃度はザルツマン法で測定した。まず、ザル
ツマン法の検量線を作成した。次に、袋にポトスの葉とともに
排気ガスを入れ、NO2 の減少量を測定したところ、対照実験と
比べて NO2 濃度が低くなった。結果より、観葉植物には汚染
空気を浄化する能力があることを確かめられた。空気環境を
整えることに一役買えるかもしれない。

本校では東京都の銘柄鶏である「東京しゃも」を利用した商品
開発を目指し、飼育を始めた。従来の飼育法であるケージ飼
いとは異なる平飼い飼育を行ったため、飼育方式の違いが肉
質及び食味に及ぼす影響を明らかにすることを本研究の目的
とした。そこで、本研究では肉のせん断力、色調を調べるとと
もに味認識装置を用い、客観的に旨味や甘味等の味覚を数
値化し、官能評価との関連性を調査した。それに加え、食味に
も影響するにおいの成分についても調べるため、ガスクロマト
グラフィーによる肉中に含まれる物質及び質量の分析を行っ
た。

HP-21
海洋で赤潮を引き起こすケイソウを追う ～都市河川のケイソ
ウ調査から赤潮の原因を探る～
○帆足拡海
世田谷学園高等学校生物部
今まで環境問題の観点から河川や珪藻を取り上げている報
告は多い(例えば鬼倉・川本(2013)や
Kobayashi&Mayama(1989)など)。しかし、河川は海に注ぎ「赤
潮」を引き起こしているのにも関わらず、「赤潮」の原因を河川
全体から取り扱っている報告は少ない。我々は先日、多摩川
の河口から約 20 ㎞上流にある支流である野川において赤潮
の最優占種である Skeltonema costatum が確認された。そこ
で、多摩川の河口から上流にかけて珪藻の種構成を追うこと
で赤潮の根本となる原因(場所)を探ることを試みる。

30

