日本動物学会
第６８回 関東支部大会予稿集

２０１６年３月１２日（土）
１０：００～１７：００
神奈川大学 横浜キャンパス３号館

主催：日本動物学会 関東支部
共催：神奈川大学 総合理学研究所

プログラム

プログラム
9:30～

大会受付開始、ポスター掲示

10:00～12:00

公開シンポジウム『昆虫生理学－今と昔－』（3-B104 号室）

12:15～13:00

総会（3-B104 号室）

13:00～13:30

昼休み

13:30～15:30

ポスター発表（3-305 号室）

15:30～15:45

高校生ベストポスター賞表彰（3-305 号室）

16:00～

懇親会（19 号館 B1 階、LUX ラックス）

公開シンポジウム『昆虫生理学－今と昔－』
10:00～12:00

横浜キャンパス 3 号館 3-B104 号室

・桜井 勝 館長（サイエンスヒルズこまつ ひととものづくり科学館）
「お蚕さまを愛した人々―昆虫ホルモンの始まりと発展―」
・藤原 晴彦 教授（東京大学大学院 新領域創成科学研究科）
「ホルモン応答によってもたらされた昆虫の進化」
・吉野 正巳 教授（東京学芸大学 教育学部）
「昆虫脳ニューロンの膜興奮性とイオンチャンネル」
・泉 進 教授（神奈川大学 理学部）
「昆虫の中枢神経系ではたらく神経伝達物質」
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参加者の皆様へ

参加者の皆様へ
大会受付
・大会受付は、横浜キャンパス 3 号館 1 階の正面玄関を入ってすぐ、3-103 号室展示ホー
ル前で行います。
・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 85 cm、
縦 120 cm）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。高校生の場合はその限りではありませ
ん。
・高校生による研究発表を奨励しますが、1 校あたり 3 題までにして下さい。優れた発表
は表彰致します。

大会会場
・ポスター会場は横浜キャンパス 3 号館 3-305 号室です。シンポジウム会場は同館の
3-B104 号室です。
・演題番号が奇数の発表者は 13:30～14:30、偶数の発表者は 14:30～15:30 にポスターの
前で解説をお願い致します。
・休憩や食事には 3-307 号室をご利用ください。お茶も用意してあります。

懇親会
・横浜キャンパス 19 号館 B1 階の LUX ラックスにおいて、16:00 から始めます。
・懇親会費は一般、学生とも 2000 円です。

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下さい。
・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致します。
・手荷物やキャリーケースなどは大会受付に預けることができます。
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参加者の皆様へ
問い合わせ先
〒221-8686

神奈川県横浜市神奈川区六角橋 3-27-1

Tel：045-481-5661（代）
日本動物学会関東支部大会 準備委員会
※大会前日までとは異なりますのでご注意ください。
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神奈川大学 横浜キャンパス

会場へのアクセス

横浜キャンパスへのアクセス

・東急東横線「白楽駅」下車、徒歩 13 分
・横浜駅西口バスターミナルから横浜市営バスを利用（東神奈川駅西口経由）
1 番乗場 36 系統、菅田町行または緑車庫行－約 14 分－「神奈川大学入口」または
「六角橋西町」下車
1 番乗場 82 系統、八反橋行または神大寺入口行－約 14 分－「神奈川大学入口」ま
たは「六角橋西町」下車
・片倉町駅前（横浜市営地下鉄）より横浜市営バス利用
2 番乗場 36・82 系統東神奈川駅西口行または横浜駅西口行－約 6 分－「六角橋西町」
または「神奈川大学入口」下車
※片倉町駅前からご乗車される場合、バス停留所の位置が上記マップとは異なりま
すのでご注意ください
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会場へのアクセス

横浜キャンパス校舎配置図
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会場へのアクセス

３号館案内図①
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会場へのアクセス

３号館案内図②
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会場周辺の食事処

学生食堂
横浜キャンパスには 5 つの学生食堂がありますが、土曜日は Carrefour を除いてお休みで
す。
・STOP OVER（1 号館 8 階）土曜定休日
・Carrefour カルフール（10 号館 2 階）10:30～15:00
・Chiffon シフォン（10 号館 3 階）土曜定休日
・土間ん仲（10 号館 3 階）土曜定休日
・LUX ラックス（19 号館 B1 階）土曜定休日

大学周辺の食事処

①サリサリカリー（カレー）

②福臨門（中華）

③セブンイレブン

④サークルＫサンクス

⑤金家（ラーメン）

⑥白楽ベーグル（ベーグル）

⑦ローソン

⑧マクドナルド

⑨大学食堂（定食）
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公開シンポジウム要旨

お蚕さまを愛した人々－昆虫ホルモンの始まりと発展－
サイエンスヒルズこまつ

ひととものづくり科学館
桜井 勝

昆虫の脱皮や変態はホルモンにより調節されています。ホルモンによって変態が誘導
されることは、ポーランドの科学者が 1918 年に初めて示しました。それ以後、世界中で
変態のホルモン支配についての研究が活発に行われ、1950 年代までにはほぼ全容がわか
りました。しかし、関係するホルモン全ての分子構造がわかるまでには、それから 40 年
以上の年月が必要でした。分析技術がそれほどには発達していなかった時代、物質を精
製するには大量の試料が必要でした。この試料の多くは、日本の養蚕農家がつくるカイ
コに求められてきました。500 kg のカイコの蛹からステロイドホルモンが精製され、2000
万匹を越すガの頭からタンパク性のホルモンが精製されました。カイコが自由に使え、
カイコを研究材料とすることを愛した日本の研究者がこの世界をリードしてきたわけで
す。1918 年から 1991 年にかけての、世界の研究の流れと日本の研究者の果たした役割に
ついて、振り返ってみます。

ホルモン応答によってもたらされた昆虫の進化
東京大学

大学院新領域創成科学研究科

先端生命科学専攻
藤原 晴彦

地球上で最も繁栄しているといわれる昆虫は、脱皮、変態、飛翔など様々な工夫によ
って多様な環境に適応している。多様な適応形質がホルモンによって制御される機構に
ついては昆虫生理学の中心的なテーマとして古くから研究されてきた。演者らは、捕食
者などを撹乱する「擬態」の背景にある分子機構に特に興味を持っている。例えば、ア
ゲハ蝶の幼虫は、若齢時は鳥の糞に擬態しているが、終齢時では柑橘系の葉に紛れるよ
うな紋様に切り替わり、二重の防御システムを備えている。この切替えは幼若ホルモン
によって制御されている。また、イモムシのスポット紋様は捕食者への警告シグナルと
してよく見られるが、Wnt シグナル経路が脱皮ホルモンのエクジソンに応答するように進
化し、脱皮のたびにこの紋様が形成される。脱皮や変態で培われた基本的なホルモン応
答システムがどのように擬態のシステムに組み込まれたのかを、進化的な視点を交えて
紹介する。
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昆虫脳ニューロンの膜興奮性とイオンチャネル
東京学芸大学

教育学部
吉野 正巳

昆虫は体表に張り巡らされた多くの感覚器官から外界情報を集め、中枢神経系で処
理・判断して行動へ繋げています。これらの過程は神経細胞（ニューロン）のネットワ
ークによって実行されます。ニューロンの膜には特定イオンを通過させるイオンチャネ
ルと呼ばれるタンパク質があり、Na+、Ca2+、K+ 等のイオンを細胞内外に選択的に透過さ
せ、活動電位に代表される電気シグナルを発生します。パッチクランプ法は、1 個の細胞
全体のチャネル、あるいは、１つのチャネルを流れる電流をリアルタイムで計測できる
電気生理学の有用な実験手法です。昆虫の学習・記憶中枢であるキノコ体の解離ケニオ
ン細胞に、パッチクランプ法を適用・解析した結果、Na+、Ca2+、及び K+チャネルは、そ
れぞれ性質を異にする複数のチャネルから成り、それらは相互に作用し合い、役割分担
して膜興奮性を巧妙に調節していることがわかりました。本会ではフタホシコオロギか
ら得られた最近の知見を紹介します。

昆虫の中枢神経系ではたらく神経伝達物質
神奈川大学

理学部

生物科学科
泉 進

昆虫の中枢神経は前後に走る平行した一対の神経索と、それによって連結される一連
の対になった神経節から構成されている。脳は中枢神経の前端にあり食道下神経節と合
同して頭部の神経中心を形成し、神経分泌の機能を併せ持つことにより体全体の調節的
中心ともなっている。一連の薬理学的研究から昆虫の中枢神経系ではアセチルコリンが
神経伝達物質として機能することが明らかにされてきた。アセチルコリンを神経伝達物
質として用いる神経をコリン作動性神経と呼び、コリン作動性神経を同定するための指
標の一つにアセチルコリンを合成する酵素であるコリンアセチル基転移酵素（ChAT）が
ある。ChAT をコードする遺伝子の発現を解析することにより生体内におけるコリン作動
性神経の分布状況を明らかにすることが可能となる。本講演ではカイコガ中枢神経系に
おけるコリン作動性神経細胞の分布状況、及び発生段階におけるコリン作動性神経の変
化について紹介する。

10

一般ポスター発表要旨

一般ポスター発表要旨

P-1
アカハライモリ幼生・成体における Gαolf の発現
○
阿部希美、中谷敬
筑波大・院・生命環境
両生類のアカハライモリ(Cynops pyrrhogaster)は、水中で過ごす幼生時には揮発性匂い
物質を受容する必要はないが，陸上でも生活する成体は受容する。今回は揮発性匂い物
質を受容する受容体である Olfactory receptor（OR）に着目し，幼生と成体の嗅覚受容体
とその共役 G タンパク質の発現にどのような違いがあるかを調べることを目的とし、免
疫組織化学染色や RT-PCR、ウェスタンブロットで幼生と成体の比較を行った。その結果、
幼生・成体間で G タンパク質の発現局在と、発現している G タンパク質の分子量が異な
っていることが明らかになった。

P-2
ドジョウ(Misgurnus anguillicaudatus )の末梢組織における時計遺伝子の光同調
○
更谷有哉，竹内悠記，岡野恵子，岡野俊行
早大・先進理工・電生
魚類では、単離培養条件下で末梢組織の概日時計が光感受性を持つため、末梢時計が
外界の明暗周期に直接同調すると考えられているが、生体内での組織間同調は不明な点
が多い。そこで、体を底質に潜り込ませる習性を持ち、自然条件で末梢組織が遮光され
る可能性があるドジョウ(Misgurnus anguillicaudatus)に着目した。まず、ドジョウの Cry
遺伝子を複数同定した。次に、光の透過性の異なる底質において Cry mRNA 量の日内発
現パターンを比較し、末梢時計の光同調経路について考察した。

P-3
月周性産卵魚類ゴマアイゴの脳内時計遺伝子発現に月光が与える影響
○
兜森椋 1, 竹内悠記 1, 山内千裕 2, 宮城ひとみ 2, 竹村明洋 2, 岡野恵子 1, 岡野俊行 1
1
早大・先進理工、2 琉球大・理工
熱帯から亜熱帯に広く分布するアイゴ科魚類のゴマアイゴ(Siganus guttatus)は、棲息地
域によって異なる繁殖期を持ち、沖縄島沿岸では例年初夏の上弦の月に同調産卵する。
本研究では、月相の変化に伴う月光の照射環境時間ならびに光量の変化が、時計遺伝子
の発現に与える影響を評価するため、6 月から 7 月にかけてゴマアイゴを自然環境下また
は月光遮断下で 1 ヶ月飼育した後、4 つの月相における時計遺伝子(Cry3, Per4)の発現を脳
内の部位ごとに qRT-PCR により調べ、比較解析した。
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P-4
生体内活性を指標としたエンハンサー同定法の確立と制御遺伝子の探索
○
田港朝仁，横田大佑，荒木颯，小原弘幹，弥益恭，川村哲規
埼玉大・院理工
時期領域特異的な遺伝子発現はエンハンサーにより制御される。近年、エンハンサー
領域に特異的なヒストン修飾が明らかになり、ChIP-Seq 法によりエンハンサーが網羅的
に同定されている。しかしながら、ChIP-Seq 法では候補断片が膨大な数のため、それぞ
れの活性を解析することは難しい。そこで我々は、エンハンサー活性を指標とした新た
なエンハンサー同定法を用い、様々なエンハンサー断片を同定した。更に、エンハンサ
ー活性領域を蛍光により可視化した Tg 魚を作製し、エンハンサー候補断片周辺の制御候
補遺伝子の探索を行ったので合わせて報告する。

P-5
ヒトデ精子由来の新奇 DNA は真核生物に広く保存される
○
河合忍 1，鈴木佐和子 2，日野岡宏一 2，日野晶也 1, 2
1
神奈川大・総理研，2 神奈川大・院理・生物科学
イトマキヒトデの精子中心体分画より新奇の DNA を発見し、その配列をもとに PCR
による解析が可能となった。設計したプライマーにより増幅される約 500bp の配列はそ
の後、同じ棘皮動物のバフンウニだけでなく、海綿動物のクロイソカイメンから脊索動
物のシロボヤまで、極めて高い保存性（98%〜95％以上）が確認された。今回はさらに、
アメーボゾアの粘菌からも検出され、Unikonta に広く存在が確認された。さらに、繊毛
虫のゾウリムシや、コケ植物など Bikonta からも検出されたので報告する。

P-6
ドーパ脱炭酸酵素（DDC）アイソフォームのクローニングと DDCs の発現解析
○
月岡大，安達健，泉進
神奈川大・理・生物科学
ドーパ脱炭酸酵素（DDC）は神経伝達物質であるドーパミン又はセロトニンの生成を
触媒する酵素である。DDC mRNA 配列は先行研究により報告があったが、5’-末端領域の
構造は不明瞭であった。5’-RACE 法により転写開始点の決定を試みた結果、5’-UTR が異
なる mRNA バリアントと 12 個のアミノ酸残基が N 末側に付加されることが予想される
アイソフォームを発見した。DDC アイソフォームは様々な組織で発現が確認された。こ
れら DDCs はそれぞれ異なるプロモーター領域と 5’UTR を持つことから転写および翻訳
で異なる調節がなされていると考えられる。
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P-7
キイロショウジョウバエを用いたラット２型糖尿病原因遺伝子スクリーニング
○
林朋音，上遠岳彦，小瀬博之
国際基督大・教養
２型糖尿病(T2D)は世界規模で罹患者数が急増している生活習慣病である。我々は T2D
モデルである OLETF ラットでは 14 個の高血糖遺伝子座を同定した。本研究では原因遺
伝子同定を目的として、肥満感受性が高い遺伝子座(Nidd2/of)に着目し、キイロショウジ
ョウバエを in vivo アッセイツールとして用いスクリーニングを行った。その結果、リボ
ソームタンパク質 L29e を含む２つのノックダウン系統において、顕著な糖代謝異常が観
察された。ハウスキーピング遺伝子の糖尿病との関連は新規性が高いと考えられる。

P-8
コモンマーモセット着床前胚の発生メカニズムの解明
○
後原綾子 1，岡野栄之 2，佐々木えりか 1,2,3
1
理研・脳科学総合研，2 慶応大・医・生理，3 実験動物中央研
小型霊長類コモンマーモセットの着床前胚の初期発生メカニズムを、転写因子 Oct3/4
（エピブラストマーカー）、Gata6（原始内胚葉マーカー）、Cdx2（栄養外胚葉マーカー）
に着目し、時間的•空間的発現パターンの変化を多重蛍光免疫染色法によって調べた。そ
の結果、これらの遺伝子は胚盤胞まで核で共発現すること、発現パターンが明確に分離
するのはふ化後の後期胚盤胞であることがわかった。これは、マーモセット着床前胚に
おいてエピブラストが不可逆的に出現するのはマウスよりも遅く、ふ化後であることを
示している。

P-9
アフリカツメガエルの生殖腺形成過程における Pou5f3.3 発現細胞について
○
久野木悠仁，木下勉
立教大・院理・生命理学
アフリカツメガエルの Pou5f3.3 は卵形成期に母性的に転写蓄積されることから哺乳類
の Pou5f1 と同様に未分化性維持機能を持つと考えられている。しかし始原生殖細胞
(PGCs)が生殖隆起に到達してから配偶子が形成されるまでの間、Pou5f3.3 がどのように発
現するのかについては調べられていない。本研究では、生殖細胞形成の全過程を通して
Pou5f3.3 の発現を RT-PCR および免疫組織学的に解析し、雌雄差に依存した Pou5f3.3 の
発現様式の違いがあることを明らかにした。
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P-10

Pou5f3.1 ノックアウトが及ぼす心臓形成への影響
○

岩瀬晃康 1，木下勉 2
1
立教大・理・生命理学，2 立教大・院理・生命理学
心臓は、First Heart Field (FHF), Second Heart Field (SHF), Cardiac Neural Crest Cells
(CNCCs), Proepicardial organ (PEO)などの起源を異にする複数の細胞群で形成されるが、
その分子制御機構には不明な点が多い。本研究では、発生運命図の明らかなアフリカツ
メガエルを用いて予定心臓形成領域ごとに、Oct4 のホモログである Pou5f3.1 の遺伝子ノ
ックアウト(KO)を行い、心臓形成への影響を解析した。予定神経領域、予定中内胚葉領
域に対する Pou5f3.1 KO では、組織学的に異なる心臓発生遅延が認められた。この結果は、
アフリカツメガエルでは心臓形成の異なる由来の細胞集団において、Pou5f3.1 が重要な役
割を演じていることを示唆している。

P-11
ツチガエルにおける始原生殖細胞の移動経路の探索
○
吉田麻友果 1,2，中間卓也 1，中村正久 1,2
1
早大・院先進理工・生命理工，2 早大・教育・生物
始原生殖細胞(PGC)は精子あるいは卵に分化する細胞であるが、発生の初期段階では生
殖腺に存在しない。PGC は卵の内胚葉領域を出発点とし、成長と共に体内を移動し生殖
腺に到達することが知られている。本研究では、生殖細胞で特異的に発現する VASA タ
ンパク質の抗体を用いた免疫染色法により、PGC が生殖腺に到達するまでの移動経路を
調べた。その結果について報告する。

P-12
ゼブラフィッシュ Fig遺伝子の機能解析
○
西野良英 1，長澤竜樹 2，安増茂樹 2，佐野香織 1
1
城西大・理・化学，2 上智大・理工・物質生命
脊椎動物の卵膜やそれと相同な構造物は zona pellucida (ZP)遺伝子がコードする ZP タン
パク質群で構成されている。マウスの ZP 遺伝子の発現には Factor in the germline alpha
(Fig)という転写因子が関与しており、Figをノックアウトすると ZP 遺伝子が発現せず
正常な卵細胞が形成されないことが報告されている。一方、いくつかの真骨魚類のゲノ
ムにもマウスの Figと相同な遺伝子が存在するが、その機能は不明である。そこで、ゼ
ブラフィッシュの Figノックアウト固体を作成し、その解明を試みた。
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P-13
発生過程における位置情報の記憶メカニズムの解明
○
Hilda Mardiana Pratiwi，植田翔悟，田中幹子
東工大
本研究では、ゼブラフィシュの腹鰭細胞をモデルに、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、エンハンサー候補配
列について、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核内におけるエ
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-14
メダカ脊椎形成における体節の役割
○
猪早敬二，工藤明
東工大・院・生命理工
体節の分節性に異常を示すメダカ変異体では、脊椎の分節パターンにも異常が見られ
る。そこで、野生型メダカ胚の左右どちらか一方の体節を１つ除去する手術を行い、幼
生期で骨格を調べてみたところ、手術した側で、椎体の片側半分を１つ欠失することが
分かった。この結果は、左右１組の体節が、椎体の左半分と右半分をそれぞれ作ること
で、１つの椎体ができることを示唆している。このことを検証するために、トランスジ
ェニックメダカを用いた体節移植実験を行い、移植した体節に由来する骨芽細胞の追跡
実験も試みたので併せて報告したい。

P-15
プラナリアの生殖幹細胞分化における Drpiwi-3 の役割
○
大串諒
慶應義塾大・理工・生命情報
Piwi (P-element induced wimpy testis)は多くの生物種で保存され、幹細胞及び生殖細胞の
形成や維持を担っている。当研究室ではプラナリアの一種、Dugesia ryukyuensis から 4 種
の piwi (Drpiwi-1, -2, -3, -4) が単離された。これらは多能性幹細胞 neoblast や生殖細胞に発
現し、Drpiwi-3 は RNAi を行なうと再生不能で致死となるが、生殖細胞における機能は未
だ解明されていない。本研究では、生殖細胞形成における Drpiwi-3 の役割を解明するこ
とを目的とした。生殖細胞マーカーDr-nanos の発現解析の結果、Drpiwi-3 RNAi 個体には
生殖細胞由来の器官である卵巣と精巣が形成されておらず、Drpiwi-3 は生殖幹細胞の分化
に必要であることが示唆された。
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P-16
ニッポンウミシダ ParaHox 遺伝子群のクラスター構造と発現
○
生田哲朗 1，大森紹仁 2，津田美和子 1，高木善弘 1，近藤真理子 2
1
海洋研，2 東大・臨海
Hox 遺伝子群の姉妹群である ParaHox 遺伝子群は、動物の前後軸に沿った形態形成に重
要とされている。本研究では、棘皮動物の始原的なグループであるウミユリ類、ニッポ
ンウミシダ（Oxycomanthus japonicus）の ParaHox 遺伝子を同定し、Gsx, Xlox, Cdx の３つ
がインタクトなクラスターを形成していることを明らかにした。発生過程での各遺伝子
の発現解析の結果を交え、新口動物における ParaHox 遺伝子群の祖先的な役割について
考察する。

P-17
ウミシダ（棘皮動物）の再生に関与する遺伝子発現の解析
○
Paco Majic，近藤真理子
東大・院理・臨海
棘皮動物は体の部分を再生させる能力が高いと言われている。実際、ニッポンウミシ
ダの腕の先端を切除すると、完全な形へと再生する。この現象は外部形態や組織学的な
観察によって研究されていて、遺伝子発現などの分子生物学的解析の報告は非常に少な
い。再生過程の全容を明らかにすることを目標に、我々は再生に関与すると考えられる
いくつかの遺伝子をクローニングし、その発現を解析することで未分化細胞の有無や、
再生中の組織の領域化を調べた。

P-18
マナマコの水腔はどの胚葉に由来するか
○
田近敦史，近藤真理子
東大・院理・臨海
棘皮動物のナマコ綱の一種であるマナマコはアウリクラリア期を経て変態する間接発
生型の種である。当研究室の先行研究で、マナマコの神経系は水腔の組織から形成され
る結果を得た（永井ら、未発表）。水腔の原基は原腸胚期に原腸の左側方から形成され、
内胚葉由来のように見えるが、はたして神経は内胚葉由来の組織から形成されるのだろ
うか。そこで、本研究では発生初期における水腔の由来、特にどの胚葉から形成される
かを明らかにしようと考え、組織切片と共焦点レーザー顕微鏡を使用して詳細な観察を
行った。
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P-19
サンゴの発生様式
○
大久保奈弥
東京経済大・経済
刺胞動物門イシサンゴ目は，Robust と Complex という２つのサブグループに分かれる
ことが知られている．しかし，サンゴの形態（群体形）とこれら２つのサブグループに
は全く関係性がみられず，サブグループの分かれ方がどのような差異を生んでいるのか
は未だに不明であった．そこで，イシサンゴ目の発生様式と系統関係に何らかの繋がり
があるかどうかを調べたところ，Robust のサンゴは胞胚腔を持ち，Complex のサンゴは
１種を除いて胞胚腔を持たないことが分かった．

P-20
ショウジョウバエ精原細胞の分裂制御には一対のシスト細胞の両方で samuel の機能が必
要である
○
山田紘実，上遠岳彦，小瀬博之
国際基督大・教養
ショウジョウバエ精原細胞の同調した体細胞分裂はそれを取り囲む体細胞である１対
のシスト細胞により制御されていることが知られている。本研究では Notch シグナル制御
因子である Samuel 核内蛋白質を１対のシスト細胞の片側のみでノックダウンして、分裂
への影響を解析した。その結果、精原細胞は過剰に分裂し、更に同調性が乱れているこ
とを見いだした。このことから、分裂制御には直接接触しているシスト細胞からの因子
が必須であることが示唆された。

P-21
Common marmoset ( Callithrix jacchus)における ghrelin の同定と消化管での ghrelin
産生細胞の局在
○
竹見祥大 1、坂田一郎 1、塚原伸治 2、矢橋里和 3、勝浦五郎 4、岩重記洋 3、阿久根淳 3、
乾明夫 4、坂井貴文 2
1
埼玉大・院理工・生命科学，2 埼玉大・院理工・ライフ・ナノバイオ，3 新日本科学安全
性研，4 鹿児島大・院医歯学総合
我々はコモンマーモセット（Callithrix jacchus）のグレリン cDNA 配列を決定し、消化
管内のグレリン産生細胞の分布とソマトスタチン産生細胞との局在を検討した。定量
PCR、in situ hybridization、免疫組織化学による解析の結果、グレリン mRNA は胃でのみ
発現し、グレリン細胞は胃に局在することが明らかになった。また、グレリン細胞は小
型で丸い閉鎖型細胞として粘膜基部に多く観察され、約 10%がソマトスタチン細胞と隣
接して存在していた。本発表では、今回得られたマーモセットグレリンとグレリン産生
細胞の基礎的な知見について報告する。
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P-22
退役雌マウス乳腺初代間質細胞の脂肪細胞分化に及ぼすホルモン・因子の効果
○
藤又賢司，金澤卓弥
茨城大・農
乳腺脂肪細胞は乳腺間質の主要な構成細胞であり、実質細胞の増殖および分化に重要
な役割を果たす。乳腺脂肪は個体の生殖段階と連関して肥大・退縮するが、未分化間質
細胞の脂肪細胞分化の調節機構は不明な点が多い。これまで、マウス 3T3-L1 株化細胞モ
デル系を用いて分化誘導因子が検討されているが、雌の乳腺間質細胞を用いた報告はほ
とんどない。本研究では、退役雌マウス乳腺間質から分離した未分化細胞の初代培養系
を用いて脂肪細胞分化誘導に及ぼすホルモン・因子の効果を生殖器脂肪間質細胞と比較
検討したので報告する。

P-23
マウス卵巣におけるレチノイン酸シグナルの役割について
清水優貴，○佐藤友美
横浜市立大・院生命ナノシステム
卵巣において、レチノイン酸(RA)はステロイド合成への関与が考えられているため、
その役割を調べた。莢膜細胞と間質細胞で RA 合成酵素(RDH10、RALDH2)が発現してい
たが、レポーター遺伝子のシグナル活性は弱かった。RA 代謝酵素 CYP26A1 が顆粒膜細
胞で発現しており、シグナルが弱められている可能性が考えられる。また、ビタミン A
の作用を調べるため、ビタミン A 欠乏餌をマウスに与えた結果、性周期が長くなり、発
情期の割合が高かった。このことから、RA は黄体退縮に関わっている可能性が示唆され
た。

P-24
ラット下垂体隆起部から産生される因子の作用経路の検討
○
坂井田初季１、相澤清香２、坂井貴文３、坂田一郎４
1
埼玉大・理・生体制御，2 岡山大・院自然科学，3 埼玉大・院理工・ライフ・ナノバイオ，
4
埼玉大・院理工・生命科学
下垂体隆起部では甲状腺刺激ホルモン等の因子が産生され、脳への作用が想定されて
いるが、その作用経路は未だ不明である。本研究は隆起部で産生される因子の新たな作
用経路の可能性を検討した。麻酔下ラットの大槽へ西洋わさびペルオキシダーゼ(HRP)を
投与すると、時間経過に伴う脳実質内への HRP の浸透が確認できた。タンパク質質量分
析では、隆起部ペプチド抽出液に脳脊髄液で見られたのと同じ分子量をもつ因子が存在
した。以上の結果は、隆起部からクモ膜下腔へ因子が放出され脳脊髄液を介して受容体
に作用する経路がある可能性を示唆する。
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P-25
スンクスモチリンモノクローナル抗体の作製とスンクスモチリン測定法の検討
○
井田可菜美 1，近藤大介 1，坂田一郎 1，坂井貴文 2
1
埼玉大・院理工・生命科学，2 埼玉大・院理工・ライフ・ナノバイオ
モチリンは主に十二指腸から分泌される消化管ホルモンである。近年、所属研究室で
はモチリンを産生する食虫目の小型哺乳動物であるスンクスを見出し、消化管運動調節
機構の研究を進めている。本研究では、スンクスモチリンを測定するサンドイッチ ELISA
法を構築するために、スンクスモチリン N 末端認識マウスモノクローナル抗体を作製し
た。製作したモノクローナル抗体の特異性を二重蛍光免疫組織化学やドットブロット、in
vivo 実験等で調べた結果、スンクスモチリンを特異的に認識することが示された。

P-26
スンクス下垂体前葉におけるホルモン産生細胞の分布の検討
○
染谷浩平１、相澤清香２、坂田一郎３、坂井貴文４
1
埼玉大・理・生体制御，2 岡山大・院自然科学，3 埼玉大・院理工・生命科学 4 埼玉大・
院理工・ライフ・ナノバイオ
本研究では、交尾排卵動物である食虫目スンクスの下垂体前葉に着目し、6 種類（GH、
PRL、TSH、ACTH、LH、FSH）のホルモン産生細胞の形態学的特徴や細胞分布を、免疫
組織化学を含む形態学的な手法により検討した。その結果、スンクス下垂体前葉におけ
るホルモン産生細胞の分布様式が、GH 産生細胞、PRL 産生細胞では吻側内側領域、糖タ
ンパクホルモン産生細胞（TSH 細胞、LH 細胞）では吻側外側及び尾側領域と異なってい
た。スンクスでは、魚類や鳥類と同様に、下垂体ホルモン産生細胞の分布の偏りが存在
することが明らかになった。

P-27
小脳プルキンエ細胞におけるプロゲスチン膜受容体発現の解析
○
野崎美月 1，原口省吾 1，徳元俊伸 2，筒井和義 1
1
早大・教育総合科学・統合脳科学，2 静岡大・理・生物
我々の研究により鳥類では脳近傍に存在する内分泌器官である松果体がニューロステ
ロイドを活発に合成していることが分かった。松果体ニューロステロイドであるアロプ
レグナノロンは発達期の小脳プルキンエ細胞の細胞死を抑制することで、脳を適切に発
達させる。本研究ではアロプレグナノロンがプルキンエ細胞の細胞死を抑制する機構を
ニワトリの雛を用いて解析した。その結果、小脳プルキンエ細胞にアロプレグナノロン
の受容体として知られるプロゲスチン膜受容体のタイプ（membrane progestin receptor ）
が発現していることを明らかにした。
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P-28
ニワトリヒナにおいて甲状腺ホルモンは学習経験依存の学習促進効果をもたらす
○
武原顕彦，青木直哉，山口真二，本間光一
帝京大・薬
我々はこれまでに、甲状腺ホルモン（T3）の脳内への急速な流入が鳥類の刻印付けに
不可欠であり、その後の色弁別学習を促進することを明らかにした。本研究では T3 が刻
印付け以外の学習経験でも次の学習の習得を促進することを見出した。方法は 4 日齢の
ヒナに T３投与後、色弁別課題をさせた後、位置弁別課題への課題切り替えを行い、T３の
効果を検証した。その結果、T３は課題切り替え前の課題には影響を及ぼさず、切り替え
後の学習のみ促進した。このことから、T３は学習経験依存的に次の学習の習得を促進す
ることが示された。

P-29
ツチガエルにおける雄化性転換に必要なテストステロン濃度の決定
○
大池輝，中村正久
早大・院先進理工・生命理工
ツチガエルはテストステロンで雄化性転換を誘発することができる。そこで本研究は
ツチガエルの雄化性転換を引き起こすことができる濃度を決定し、その濃度における雄
化および雌化遺伝子の発現解析を行い、生殖腺の組織変化を免疫染色によって調べた。
その結果について報告する。

P-30
ツチガエルオス化性転換生殖腺の三次元解析
○
坂本大紀 1，趙亜悠美 2，阿部大志郎 2，中村正久 1,2
1
早大・院先進理工・生命理工，2 早大・教育・生物
無尾両生類のツチガエルは性染色体の組み合わせによって性が決まる。しかし、オス
化ホルモンのテストステロンを投与するとメスからオスへ性転換する。本研究では、免
疫染色法を用いて性転換生殖腺の内部構造を三次元的に解析し、性転換の開始地点や進
行方向を探った。その結果について報告する。
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P-31
ウシガエル幼生甲状腺によるサイロキシン放出におよぼすプロラクチンの影響
○
葉山舜 1、渡辺智美 1、山本和俊 2、菊山榮 1,2、岩室祥一 1、蓮沼至 1
1
東邦大・理・生物，2 早大・教育・生物
プロラクチン（PRL）は両生類の変態に抑制的に作用すると考えられているが、PRL
の変態期幼生の甲状腺機能に及ぼす影響については明らかでない。我々は抗ウシガエル
PRL 受容体抗体を用いた免疫染色により、PRL 受容体が甲状腺濾胞上皮細胞に発現して
いること、その免疫陽性反応は変態最盛期に高まることを見出した。そこで、変態期幼
生の甲状腺を器官培養し、PRL のサイロキシン放出への影響を調べたところ、TSH によ
るサイロキシン放出活性を PRL が抑制することがわかった。

P-32
プロラクチンが関与する雄アカハライモリ脳内の細胞増殖メカニズム
○
大和田孝祐 1，豊田ふみよ 2，山本和俊 3，菊山榮 3，岩室祥一 1，蓮沼至 1
1
東邦大・理・生物，2 奈良医大・医・第一生理，3 早大・教育・生物
成体雄アカハライモリ脳の大脳側脳室周囲や間脳視索前野でみられる細胞分裂は，下
垂体除去によりその分裂活性が低下すること、更に下垂体除去イモリへのプロラクチン
（PRL）の腹腔または脳室投与により回復することから、PRL の影響を受けていると考え
られた。そこで、脳内分裂細胞数の季節変動と生殖活動の関係を調べた。初夏から PRL
を必要とする求愛行動が行われる秋口にかけて分裂細胞数の増加が認められたが、再び
求愛行動を行う晩冬から春にかけては分裂細胞数は逆に年間のうちで最も少なくなった。
結果について議論する。

P-33
ソデフリン遺伝子の雄性ホルモンによる転写制御メカニズムの検証
○
古宮昌記 1，中田友明 2，豊田ふみよ 3，山本和俊 4，菊山榮 1,4，岩室祥一 1，蓮沼至 1
1
東邦大・理・生物，2 日獣大・獣医，3 奈良医大・医，4 早大・教育・生物
性成熟した雄アカハライモリが放出する，雌誘引活性を示すペプチドフェロモン(ソデ
フリン)は肛門部腹腺で合成される。ソデフリンは前駆体タンパク質からプロセッシング
を経て生成される。サザンブロット法によりゲノム DNA からソデフリン遺伝子を検出し
た結果，ソデフリン遺伝子がゲノム上に複数存在することを見出した。また，ソデフリ
ン遺伝子 5'上流域の塩基配列よりアンドロジェン応答因子の結合が予測されたことから，
レポータージーンアッセイによりアンドロジェンによる転写活性への影響を検証した。
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P-34

fshb、lhb および gnrh1 のノックアウトメダカを用いた真骨魚類生殖制御機構の解析
○

安部智裕，高橋晶子，神田真司，岡良隆
東大・院理・生物科学
TALEN 法により fshb・lhb・gnrh1 ノックアウト(KO)メダカを作成し、組織・生理学的
手法により解析した。fshb KO では卵胞発育が不十分であり、lhb KO では卵黄蓄積後の排
卵が確認されなかった。メダカリコンビナント LH の投与で lhb KO 個体の排卵が誘発さ
れたため、FSH は卵胞発育を、LH は主に排卵を促進することを強く示唆した。gnrh1 KO
は lhb KO と極めて近い表現型を示したため、GnRH1 ニューロンは LH の制御に必須であ
る一方、FSH の制御には必須でないことを示唆した。

P-35
TN-GnRH3 ニューロンの burst 様発火発生に ACh は関与しているか？
○
田中合紀 1，馬谷千恵 2，岡良隆 2
1
東大・理・生物，2 東大・院理・生物科学
神経修飾作用をもつとされる終神経(TN-)GnRH3 ニューロンは規則的ペースメーカー
活動だけでなく、GnRH3 ペプチド放出が示唆されるバースト様発火も示すが、これらの
活動パターンを切り替える機構は不明である。今回、キンギョにおいて TN-GnRH3 ニュ
ーロンを抑制的に調節するアセチルコリン(ACh)に着目して、メダカを用いて電気生理学
的に解析したところ、ACh は TN-GnRH3 ニューロンの発火活動を M2 受容体を介して直
接抑制したが、バースト様発火の生成に関与する可能性は低いことが示唆された。

P-36
雌ティラピア脳での性転換メカニズムについて
○
鈴木達規, 成田康人, 土屋貴大, 大谷-金子律子
1
東洋大・院・生命科学
雌成熟ティラピアに雄性ホルモンを投与すると Gonadotropin releasing hormone type 3
(GnRH3)ニューロンが増加すること、さらに増加した GnRH3 ニューロンの一部は新生し
たものであることをこれまでに明らかにした。本研究では、新生 GnRH3 ニューロンの発
生部位を調べる為に、スライス培養実験と嗅神経切断実験を行った。スライス培養実験
結果は、新生 GnRH3 ニューロンが終神経節以外で増殖し移動してくることを示唆した。
また、嗅神経の片側切断の結果、切断側の脳で GnRH3 ニューロン数が減少した。これら
から GnRH3 ニューロンは嗅神経に沿って終神経節へ移動してくることが示唆された。
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P-37
ゼブラフィッシュ黒色素胞におよぼす GABA の作用
○
河西亜希子，篠田章，太田一正，瀬尾直美
東京医科大・生物学
硬骨魚類の体色の変化を引き起こす色素細胞は、表皮に存在し、内分泌や神経による
調節をうけている。これまでに我々は、抑制性神経伝達物質 GABA が 10-15M から 10-13M
の範囲で濃度依存的にメダカ黒色素胞の色素顆粒凝集拡散運動を調節することを明らか
にした。本研究では、ゼブラフィッシュウロコ標本に GABA を作用させ、黒色素胞の反
応を観察した。その結果、10-23M では色素顆粒は拡散し、10-20M では凝集した。ゼブラ
フィッシュには、GABA による体色変化調節機構が存在することが示唆された。

P-38
魚類塩類細胞の活性変化と血液ナトリウム濃度
○
横山典彦，北原有彩，小笠原強
神奈川大・理・生物科学
鰓塩類細胞はミトコンドリア（Mt）に富み、塩類代謝に関わる。我々はこれまでに、
Mt 蛍光プローブ DASPEI で広塩性魚類ティラピアの塩類細胞を標識し活性を査定してき
た。蛍光の変化が観察されるが、迅速な応答のためか個体ごとに差異が認められた。最
近、同様な報告がみられる。外界塩濃度が変動すると、広塩性魚類では鰓の塩分輸送の
機能が転換する。それにともない、塩類細胞の Mt 活性が変化する可能性がある。鰓と血
液サンプルを同一個体から採取する方法を工夫し、データを対応させて精査検討した。

P-39
魚類の海水適応 ―海水を好む淡水魚―
○
市川貴美子，林淞，小笠原強
神奈川大・理・生物科学
淡水と海水を積層した水槽（P-Box）をもちいて、魚類の塩濃度適応を調査している。
P-Box を河口域のモデルと見做し、自然環境下での行動と適応の関連性を考察する。メダ
カを直接海水へ移すと死亡するが、希釈海水で馴らせば海水に適応する。P-Box に入れる
と、自発的に海水に繰り返し侵入する。この後、海水へ移すと適応する。一方、ネオン
テトラは希釈海水を経ても海水中で生存することはなく、P-Box では海水を忌避する。こ
の行動の定量的解析を試み、浸透濃度調節器官である鰓組織を観察した。
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P-40
ミドリイシサンゴ幼生の遊泳速度を制御する神経ペプチド
○
笹野祥愛，坂爪明日香，松島夏苗，最上善広、服田昌之
お茶の水女子大・理・生物学科・院ライフサイエンス
ミドリイシサンゴのプラヌラ幼生における神経の役割は、着生変態の他には遊泳の制
御が推定される。そこで EST で配列が明らかになった 2 種類の神経ペプチドの遊泳への
作用を調べた。繊毛運動によるプラヌラ幼生の遊泳速度は高速から低速まで変化し、頻
繁に方向転換や停止もする。片方の神経ペプチドは高速遊泳を引き起こし、それを持続
させる作用を示した。もう一方の神経ペプチドは遊泳停止を引き起こした。近縁数種で
決定した神経ペプチド遺伝子の配列と共に報告する。

P-41
2 種類のクルマエビ甲殻類雌性ホルモン（CFSH）の cDNA クローニング
○
甲高彩華 1，筒井直昭 2，大平剛 1
1
神奈川大・院理・生物科学，2 岡山大・理・臨海
ごく最近、雌のアオガニの眼柄から甲殻類雌性ホルモン（CFSH）が発見された。本研
究では、クルマエビの眼柄と卵巣から CFSH をコードする cDNA をクローニングし、
Maj-CFSH_ES と Maj-CFSH_OV と名付けた。遺伝子発現解析の結果、Maj-CFSH_ES は雌
雄の眼柄で発現しており、雌雄差は観察されなかった。一方、Maj-CFSH_OV は卵巣で強
く、精巣で非常に弱く発現しており、雌雄差が観察された。このことから、Maj-CFSH_OV
は雌性ホルモンとして働いている可能性が示唆された。

P-42
サルエビ Trachysalambria curvirostris のサイナス腺ホルモンの精製
○
花塚真史，梶圭佑，吉田幸宏，大平剛
神奈川大・理・生物科学
甲殻類の眼柄には、サイナス腺と呼ばれる神経ホルモンを貯蔵・分泌する神経血液器
官が存在する。本研究では、サルエビのサイナス腺から神経ペプチドを抽出し、それを
逆相高速液体クロマトグラフィーで分画した。溶出された全ピーク産物を質量分析に供
した結果、2 つのピーク産物に既知 VIH の質量と近いイオンピークが観察された。そこ
で、それらピーク産物の N 末端アミノ酸配列を解析したところ、両者とも既知 VIH と類
似のアミノ酸配列を有していた。本研究では、これら 2 種類を Trc-VIH-1 と Trc-VIH-2 と
名付けた。
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P-43
東京三鷹市の緑地におけるイエネコ及びアライグマの行動圏と生態
○
浅見真生 1，金子弥生 2，上遠岳彦 1
1
国際基督教大・生物，2 東京農工大・院農学・自然環境保全
東京都三鷹市の大学構内に生息するイエネコ及びアライグマの行動圏と生息状況を明
らかにすることを目的に、カメラトラップ法と直接観察法により調査した。その結果、
141 頭、2.27 頭/ha の高密度でイエネコが確認され、給餌状況に伴って行動圏が変化し、
給餌が行動と生態に影響を与えていることが示唆された。最外郭法で求めた行動圏の広
さには有意な性差(p<0.05)が見られた。アライグマは、出現記録が断続的であったことか
ら，調査地内には定着していないと考えられた。

P-44
東京三鷹市の緑地におけるニホンアナグマの生態と餌資源量
○
野田智恵 1，藤田真利奈 1，金子弥生 2，上遠岳彦 1
1
国際基督教大・生物，2 東京農工大・院農学・自然環境保全
東京都三鷹市の国際基督教大学構内には、ニホンアナグマ（Meles anakuma）が生息し
繁殖も確認されている。本研究では、他に例の無い都市部でのアナグマの生態を明らか
にすることを目的に、カメラトラップ法などによって、行動を記録し、解析を行った。
また、主食であるミミズのバイオマス量を調査し、アナグマの行動との関係を調べた。
その結果、タヌキとの巣穴の利用における種間関係、バイオマスと行動との関連につい
て興味ある知見が得られた

P-45
アフリカツメガエルの骨髄を構成する血球系細胞
○
相曾卓樹 1，大谷崇仁 2，望月瑶子 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
マウスやヒトと異なり、ツメガエルの骨髄は脂肪で充たされており，顆粒球の存在は
認められるものの，赤血球造血はおこなわれていないと考えられてきた。実際に化学染
色や抗栓球抗体（T12）染色によって骨髄細胞中の血球系細胞の構成を調べたところ，顆
粒球が 60%以上，成熟赤血球が 20%，栓球は 0.1%であり，造血の主要臓器である肝臓と
異なり未熟赤血球は検出されなかった。しかし，フローサイトメトリー解析によりツメ
ガエル多分化性造血前駆細胞が 7.6%存在し，骨髄内には未分化造血前駆細胞が局在する
ことが明らかになった。
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P-46
無尾両生類と有尾両生類の間で脳脊髄液流の流動パターンは保存されている
○
伊村琴美 1，茂木和枝 2，市川麗子 1，鶴岡慎哉 1，豊泉龍児 1, 2
1
神奈川大・理・生物科学，2 神奈川大・総理研
主に脈絡叢から生成される脳脊髄液は、繊毛運動で駆動されて脳室内を循環し、栄養
や酸素の補給、老廃物の排出に関わっている。無尾目のアフリカツメガエルと有尾目の
イベリアトゲイモリは、ともに初期発生のモデル生物として今日に至るまで頻用されて
きた。これらのアルビノ幼生の脳は、頭尾軸に沿って直線状に分布するので、脳脊髄液
流を観察し易い。ポリスチレンビーズを脳室内に微量注射し、両種の脳脊髄液流を観察
したところ、一定の流動パターンがあり、側脳室や第 4 脳室での流動パターンが両種間
で保存されていることを見出した。

P-47
ニシン目などの魚類における視神経交叉の左右非対称性に関する解剖学的研究
○
丸山翔太 1，豊泉龍児 1, 2，鶴岡慎哉 1，茂木和枝 2
1
神奈川大・理・生物科学，2 神奈川大・総理研
全交叉である硬骨魚類の視交叉は、先行研究により、魚種によっては種固有の左右非
対称性を示すことが報告されている(Mogi et al., 2009)。そこで本研究では過去に報告され
ていない魚種の視交叉について調査した。ニシン科のサッパでは、左眼からの視神経束
が、右眼からのそれよりも腹側を走行する左右非対称性が見出された。同じニシン科の
ミズンの視神経交叉は、珍しい交叉形態を示した。左右両眼からの視神経束が、混ざり
合うことなく一束同士で交叉する場合、魚種によっては、交叉の左右性に一定の偏りが
見出された。

P-48
メダカ胸腺における放射線障害の可視化と定量化
○
丸山耕一
放射線医学総合研・福島復興支援本部
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、多くの知見がある。胸腺
は放射線により最も影響の出やすい臓器であるが、胸腺可視化メダカ系統
cab-Tg(rag1-egfp)が開発され、蛍光下において、胸腺の形、大きさを観察することが出来
る。Ｘ線 10Gy 照射では、翌日に胸腺萎縮が見られ、3 日目に最小になった後、11 日目に
ほぼ回復した。X 線１Gy では胸腺に変化は見られなかった。さらに今回、γ 線連続照射
のデータも併せて紹介する。この実験系は一個体中の放射線障害-回復を生きたまま追っ
て行く事が出来、放射線影響研究の優れた系になりうる。
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P-49
カタユウレイボヤ幼生の光受容細胞における Ca2+動態の解析
○
杉原尭歩 1，堀江健生 1,2，櫻井啓輔 1
1
筑波大・院生命環境科学，2 筑波大・臨海
尾索動物カタユウレイボヤ幼生の眼点近傍には、解剖学的・分子生物学的観点から 3
タイプに分類される光受容細胞が存在する。これらの細胞は、脊椎動物の繊毛型視細胞
と相同な遺伝子群をもつことから、脊椎動物の視細胞との進化的関連が示唆されるが、
各タイプの生理的特性は不明である。本研究では、ホヤ幼生の光受容細胞がどのような
生理的特性を示すのかを明らかにする為に、光受容細胞特異的にカルシウム指示蛍光タ
ンパク質を発現させ、光学イメージング法により光依存的なカルシウム濃度変化を解析
した。

P-50
ヒトデ幼生は”付着装置”ブラキオラリア腕をいかにして獲得したか
○
仁戸部真生 1，守野孔明 2，和田洋 2
1
筑波大・生命環境・生物学，2 筑波大・院生命環境科学
ブラキオラリア腕は棘皮動物ヒトデ綱の新奇形質であり、変態前の付着に使用される
構造である。本研究ではブラキオラリア腕がどのように獲得されたかを明らかにする事
を目的として、イトマキヒトデにおけるブラキオラリア腕形成の観察及びブラキオラリ
ア腕で発現する遺伝子の探索を行った。その過程で、複数の遺伝子がブラキオラリア腕
と水腔葉で発現することを発見した。この結果から、ブラキオラリア腕は管足形成メカ
ニズムの co-option により獲得されたという仮説を提唱する。

P-51
ウニ類の後幼生発生における形態形成とその適応的意義
小林剛，○金澤謙一
神奈川大・院理・生物科学
一般的にウニ類は浮遊幼生期を経てから海底に着底して変態し、底生生活をはじめる。
ウニ類は表在性の不正形類と埋在性の不正形類とに大別でき、生活様式は大きく異なる。
変態はウニが浮遊生活から底生生活へと生活様式を変更する大転換点である。しかし、
これまでに、成体の生息環境への適応という観点から変態期のウニの形態と行動を観察
した研究はほとんどなされていない。本研究では正形類のムラサキウニと不正形類のオ
カメブンブクを用い、変態期から稚ウニ期までの個体で付属肢の機能を観察し、その適
応的意義を明らかにする。
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P-52
深海性二枚貝シマイシロウリガイの共生菌伝播時期の解明
○
井川かなえ 1, 多米晃裕 2，本郷悠貴 3, 重信秀治 4，丸山正 5，吉田尊雄 5, 生田哲朗 5
1
東京海洋大・院，2 マリン・ワーク・ジャパン，3 水産研，4 基生研，5 海洋研
シロウリガイ類は深海の湧水域や熱水域に優占し、鰓の上皮細胞内に硫黄酸化細菌（共
生菌）が共生する二枚貝である。本研究では、共生菌の伝播機構解明のため、シマイシ
ロウリガイの稚貝の生殖巣における共生菌の局在解析を行なった。その結果、共生菌は
卵原細胞には分布しておらず、卵母細胞の細胞膜の外に接して分布していることが明ら
かとなった。このことから、シマイシロウリガイの共生菌は、卵原細胞以前の段階では
伝播しておらず、減数分裂を開始して卵母細胞へと進んだ後に、卵母細胞の細胞膜の外
側に伝えられると考えられた。

P-53
アメフラシ（Aplysia kurodai ）の睡眠様行動の解析
○
朱顔，黒川信
首都大・理工・生命科学
海産軟体動物アメフラシで睡眠様の静止行動が観察される。行動解析と刺激反応性実
験により、この静止行動が「睡眠」と言えるか否かを検討した。L:D=12:12 条件下で 10
分以上の持続的静止行動は専ら暗期に観察され、体をやや収縮させた特有な姿勢をとっ
ていた。嗜好刺激及び嫌悪刺激に対して静止時は非静止時と比べ反応性が低下した。こ
れらの事は、アメフラシで見られる睡眠様の静止行動は無脊椎動物で定義される「睡眠」
の行動学的基準の中で、少なくとも ①特有な睡眠姿勢 ②可逆的な不動状態 ③刺激
反応性の閾値上昇に当てはまると考えられた。

P-54
甲殻類鰓脚綱アルテミア耐久卵発生過程におけるトロポミオシンアイソフォームの解析
○
金子将大、伊藤篤子
東京高専・物質
節足動物甲殻類鰓脚網アルテミア Artemia salina を用いて耐久卵の孵化過程における
トロポミオシン(TM)アイソフォームの解析を行った。次亜塩素酸による耐久卵のキチン
質の脱殻は TM の検出および孵化率に影響を与えなかった。次亜塩素酸脱殻卵を孵化処
理し、TM の挙動を解析したところ、抗イセエビ遅筋トロポミオシン抗血清に複数の交差
反応が得られ、これらの交差反応シグナルはその構成がアルテミア耐久卵発生過程で変
化することがわかった。
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P-55
関東近辺のオカダンゴムシと東京都都市部における鱗翅目昆虫の Wolbachia 感染
○
濱中陽子，小泉亮子，上遠岳彦
国際基督教大・生物
細胞内共生細菌 Wolbachia の感染動態を明らかにすることを目的に、関東近辺における
外来種の等脚目オカダンゴムシと、東京都三鷹市の在来種の等脚目コシビロダンゴムシ
および鱗翅目昆虫の Wolbachia 感染について、PCR 法を用いて調査した。その結果、オカ
ダンゴムシの感染は、横浜近辺でのみ検出され、貿易港からの感染系統の侵入が示唆さ
れた。また、感染率の経年変化が大きかった。三鷹市では、キタキチョウとヤマトシジ
ミで感染率が高く、感染動態について過去の調査報告と比較考察した。

P-56
スズメガの飛行制御に関わる感覚フィードバックの同定
○
村山裕哉，安藤規泰，神崎亮平
東大・先端研
昆虫は飛行中の姿勢の乱れを様々な感覚フィードバックを用いて補正することができ
る．チョウ目のスズメガは，触角基部のジョンストン器官で体の回転角速度を検知し，
この感覚フィードバックで姿勢を保つことが報告されている．しかし，このフィードバ
ックがどのような運動を調節し姿勢を保つのかは明らかでない．そこで，触角の切除に
対する姿勢の変化を自由飛行下で解析した．実験の結果，触角の切除が腹部の屈曲や体
のピッチ角度に影響を及ぼしたことから，腹部の運動によるピッチ角の制御が重要であ
ることが示唆された．

P-57
ケンランアリスアブ(Microdon katsurai)の生態と幼生期の形態に関する新知見
○
岩井碩慶 1，堀川大樹 1, 2，荒川和晴 1, 2，冨田勝 1, 2，小松貴 3，丸山宗利 3
1
慶應義塾大・環境情報，2 慶應義塾大・先端生命研，3 九州大・総合研究博物館
我々は 3 頭のアリスアブのものと思われる幼虫をトゲアリ(Polyrhachis lamellidens)の巣
内から採集し，飼育によってそのうちの 1 頭をケンランアリスアブ(Microdon katsurai)の
成虫に羽化させることに成功した．本記録から，ケンランアリスアブの宿主がトゲアリ
であると断定出来得る証拠が示された．また，得られた蛹殻からケンランアリスアブの
蛹殻に関する形態情報を得ることに成功した．蛹殻の形態を本種と同亜属(Chymophila)に
分類される Microdon fulgens の蛹殻と比較した結果，後呼吸器などの形態が類似している
ことが判明した．このことから，ケンランアリスアブの分類体系の妥当性が支持された．
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P-58
リポフスチンを使った生体センチュウの老化度評価 –蛍光顕微鏡による解析–
○
キナーナ カディージャ，新海正
芝浦工業大・システム理工・生命科学
リポフスチンは多くの動物で老化に伴い体内に蓄積することが知られている．センチ
ュウのリポフスチン含量は，光学顕微鏡レベルで加齢と共に増加することを前大会で報
告した．リポフスチンは自家蛍光を発することが知られているが，その性質を利用して，
センチュウの生存個体と死亡直後の個体の両方のリポフスチン含量を，蛍光顕微鏡をも
ちいて計測した．その結果，センチュウの加齢に伴う生存率の低下に付随して，生体個
体内のリポフスチン含量は増加した．この含量の解析により，生体センチュウの老化度
評価が可能であることがわかった．

P-59
緑藻クラミドモナスの新規走光性ミュータントの単離と解析
○
ゾリグトバトル マナル，井手隆広，中島昌子，植木紀子，若林憲一
東工大・資源研
緑藻クラミドモナスは光合成に最適な光環境へ移動するために２本の鞭毛を使って水
中を泳ぐ。その際、走光性の正と負を切り替えながら泳ぐことが知られているが、その
切り替えの分子機構は不明である。今回、強い負の走光性を示すことが知られている変
異株にさらにランダム変異を導入することで、負の走光性の抑制因子の探索を試みた。
その結果、親株とは逆の正の走光性を示す新たな変異株の単離に成功した。現在、次世
代シークエンスによる原因遺伝子の同定が進行中である。

P-60
緑藻クラミドモナス走光性符号の温度変化依存性
○
山口真由 1，◯見城茜 1，松田味蓉 1，西牧優太 2，若林憲一 2
1
首都大・生命，2 東工大・資源研
緑藻クラミドモナスは、眼点で光受容を行い、２本の鞭毛を打つバランスを変化させ
て走光性を示す。この走光性の正と負の符号が切り替わる詳しいしくみはまだよくわか
っていない。今回、その温度依存性を検証した。まず、定法の 25℃培養を行った野生株
の走光性は概ね 18℃以上で正、それ以下で負だった。次に、培養温度と観察温度をそれ
ぞれ変化させると、それら２つの温度に差が少ないと正、差が大きいと負の走光性を示
した。これらのことから、温度「変化」が走光性の正負を切り替える因子の１つである
と考えられる。
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P-61
緑藻クラミドモナスの鞭毛打同期異常ミュータントの単離と解析
○
小板橋亮矩，中島昌子，植木紀子，久堀徹，若林憲一
東工大・資源研
緑藻クラミドモナスは２本の鞭毛を平泳ぎのように動かして泳ぐ。光を受容すると Ca2+
濃度の一過的上昇により鞭毛打のバランスを変えて遊泳方向を転換し、走光性を示すと
考えられているが、その分子機構の詳細は不明である。今回、遺伝子挿入によって野生
株にランダム変異を導入し、走光性を示さない株を単離したところ、２本の鞭毛を平泳
ぎでなく交互に動かす表現型を示した。この株は、細胞外 Ca2+濃度を変化させると通常
の平泳ぎを示したため、２本の鞭毛の同期にも Ca2+が関与していることが示唆された。

P-62
原生動物ミドリゾウリムシの増殖と共生藻除去に関する研究
○
吉野菜摘 1，飯田敦子 1，吉田泰 1，河合忍 2，日野晶也 1,2，細谷浩史 2,3
1
神奈川大・理・生物科学，2 神奈川大・総理研，3 学習院大・理・生命科学
代表的な原生動物の一種である繊毛虫ミドリゾウリムシには、体内に数百の共生藻が
共生している。ミドリゾウリムシについては、体内の共生藻が全て同一のものか、棲息
地域毎に体内の共生藻が異なるのかなど、多くの点が不明のままである。本研究では、
神奈川大学湘南ひらつかキャンパスから単離・株化したミドリゾウリムシを使用し様々
な検討を行った。その結果、ミドリゾウリムシから共生藻を除去する方法、増殖を促進
させる培養法、共生藻数などについて新しい知見が得られたので、これらの成果につい
て報告する。

P-63
嫌気性原生動物におけるオルガネラ移植実験
○
風間真 1，荻原早苗 2，牧内貴志 1，野崎智義 3,4，橘裕司 1
1
東海大・医・基礎医学，2 東海大・生命科学統合支援センター， 3 感染研・寄生動物，
4
筑波大・院・生命環境研
原生動物では、その生活環境に応じて独自のオルガネラを獲得している例が数多く報告
されている。腸管寄生性の赤痢アメーバは嫌気的環境に適応し、マイトソームと呼ばれ
るミトコンドリアが退縮したオルガネラを持つ。マイトソームは呼吸鎖やクリステ構造
がないばかりか、オルガネラ DNA も消失している。近年、硫酸活性化経路が見出された
ものの、その生理的役割は依然として不明な点が多い。我々はマイトソームの細胞間移
植実験法を確立し、この実験系を利用することでマイトソームの特徴を明らかにしよう
と試みている。
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P-64
ICT を活用した高校生物神経生理分野の授業開発
○
山本高之
帝京大学高等学校
高校生物の神経生理分野において、生徒に広く普及しているスマートフォンやタブレ
ット端末、パソコンなどの情報機器をメディアとした授業開発を行った。Javascript によ
り作製したイオンの平衡電位、膜電位、活動電位、興奮伝導、興奮伝達、神経回路など
の Web 上の各種シミュレーションや、生徒自身のスマートフォンを使った刺激反応時間、
感覚神経、興奮伝導、筋電図、筋収縮の実験などの実施により、従来の知識伝達や教え
込み中心の講義とは異なる、生徒が楽しく探究的に取り組む学習を展開することができ
た。

P-65
足立区生物園におけるイカ解剖プログラムの効果
○
西山真樹
足立区生物園
内部構造がわかりやすく、食材としても身近な存在であるイカは、中学校の授業や水
族館のイベント等で解剖材料として使われている。一方、生き物の解剖は近年の学校教
育から離れつつある。本研究では、足立区生物園で行われたプログラム「イカスミで書
初め」におけるイカの解剖に対して、参加者のもつイメージや反応の変化を調べること
で、解剖材料としてのイカの有用性、生物飼育施設における幅広い対象への解剖プログ
ラムの効果について検討した。

P-66
マガキ Crassostrea gigas を用いた発生生物学教材の開発
○
伊藤篤子，川下愛生
東京高専・物質
初等中等教育課程で簡便に実施ができることを目的に、視認性に教科書記載の動物群か
ら劣るが、個体の入手が極めて容易なマガキを用いた発生観察実習教材を構築した。中
学生（昨年度報告）、小学生、小中学校教員、高校生に実践したところ、良好な実践結
果を得た。しかし、小学生には顕微鏡操作が、実践者全員から「受精」操作に問題点が
指摘された。学習課程を踏まえ、教員と生徒・児童の実践の程度を調整する必要がある
ことが示唆された。
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HP-1
哺乳類にみられる体毛の構造の多様性
○
畠山純，久世千寿宝
千葉市立千葉高等学校
哺乳類の多くの種は、保護・保温のための体毛を持っている。体毛の断面の構造に注
目してみると、ヒトの毛髪の断面には空洞が見られないが、寒冷な地域に住むトナカイ
の体毛の断面は保温のためと思われるスポンジ状の構造であることが知られている。本
研究では体毛の構造を観察し、哺乳類の体毛の構造がどのように保護・保温に関わって
いるのかを調べた。哺乳類内の複数の動物の体毛を調べた結果、熱帯に生息する動物に
もスポンジ状の構造が見られ、それぞれ異なる表面・断面構造があることが分かってき
た。

HP-2
ゼラチンが細胞の増殖及び伸展に与える影響
○
山田康平
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校
再生医療の発達に伴って，細胞培養条件の工夫や最適化が求められている．その中で
も細胞を培養する際の下地として用いる培養担体は、細胞の増殖や形状維持・分化誘導
を補助する作用がある．本研究では担体素材としてゼラチンに注目し，ニワトリ胚各器
官由来の培養細胞を用い，細胞の増殖と伸展への効果を検討した．その結果，ゼラチン
をコーティングした培養皿において，細胞の増殖，伸展が促進された．さらにゼラチン
には細胞を増殖させる際に最適コーティング量が存在すると考えられた．

HP-3
オオイタサンショウウオの飼育下の繁殖行動の観察
○
森年エマ日向子
ノートルダム清心学園清心女子高等学校
オオイタサンショウウオは環境省レッドデータブック 2014 で絶滅危惧Ⅱ類（VU）に指
定されている種である。九州四国のごく限られた地域に生息しているいるが、近年、繁
殖場所が圃場整備などの人為的な改変で奪われ、変態後の生活場所となる渇水しない水
辺環境も失われているので、急激に個体数を減らしている状況にある。高知県では 1970
年代に発見された後、新産地の発見はない。生物部では、1997 年から卵からの飼育に取
り組み、繁殖できる段階まで成長した個体が確保できたので、ホルモンを注射して配偶
行動を誘発し、水槽で自然産卵させる方法を試みた。
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HP-4
クロメダカの持つ黒色素胞と季節変化の関係
○
早川瑠璃子
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校
クロメダカは鱗に持つ色素胞内の色素顆粒を拡散、凝集させることで体色を変化させ、
その時々の周囲の明暗に似せることで捕食者から身を隠している。黒色素胞内の拡散、
凝集は、季節によって反応の強さに差があるが、その要因は解明されていない。夏に凝
集が強くなる要因を水温上昇と UV 照射と仮定し、剥がした鱗に対して黒色素胞を凝集
させる作用を持つ高カリウムリンガー液を利用して実験した。その結果、水温上昇は反
応に影響を与えず、UV 照射が凝集を強くする要因であると考えられた。

HP-5
透明骨格標本を用いたカエルの骨形成に関する研究
○
江坂仁志
早稲田大学高等学院
変態期のカエルにおける骨形成・発達を観察する研究を行った。そのために生物の筋
肉などを透明化し、骨格を観察できるようにした透明骨格標本を作製した。今回の観察
ではモリアオガエルを使用し、オタマジャクシからカエルへ変態する過程を、透明骨格
標本を用いて観察した。その結果、頭蓋骨の発達過程や脊椎の発達過程、足の形成過程
などを観察することができた。

HP-6
ノ コ ギ リ ク ワ ガ タ の 生 息 環 境 に 関 す る 研 究 Study on growing environment of
Prosopocoilus inclinatus in Japanese forest
○
大手直人
早稲田大学高等学院
ノコギリクワガタの幼虫時の環境が成虫の３タイプ（先歯型、両歯型、原歯型）の形
態を生む環境要因を明らかにするため、環境が異なる４条件下でノコギリクワガタ幼虫
の飼育実験を行った。飼育実験の設定温度の参考とするため、２０１４年７月２７日～
２８日、２０１５年４月２日～３日まで静岡県の落葉広葉樹二次林にて野外調査を行っ
た。現地では、ノコギリクワガタが生息するクヌギの根元の地中温度、樹上温度、土壌
水分量の他、ノコギリクワガタが生息しない隣接するスギ林でも同様の調査を行った。
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HP-7
トンボの複眼の分解能に関する研究 ―電波干渉計望遠鏡の仕組みを基にしたアプロー
チ―
荒井優慧，○山口潮音，水梓紀
東京都立日比谷高等学校・物理地学部
トンボの複眼の分解能については、諸説あり未解明であるとされている。そこで、私
達はその解明に挑戦した。その際、仮説を「トンボの複眼は電波干渉計と同じ仕組みで
見えているのではないか」とした。推論 電波干渉計の分解能の式をトンボの複眼に適
用し推定し、さらに、複眼の直径上に並ぶ個眼の個数を元に対象物がどの程度鮮明に見
えるかをフーリエ級数を用いてシミュレーションし検証した結果、トンボの視力は人間
の視力表換算で 2.0、一方アリは 0.4 程度、鮮明に見える度合もトンボが 1 のときアリは
1/10 であると判明した。

HP-8
ハナムグリと飛ぶには ～非同期型の昆虫の飛翔原理についての研究 part1～
○
竹島拳気，○星野雄飛，○森田幹史，○根本龍也
東京都立科学技術高等学校・科学研究部
私たちは昆虫の飛翔に興味をもって、活動している。昨秋、コアオハナムグリ Gametis
jucunda を用いて飛翔時の様子をハイスピードカメラで撮影した。得られた映像から、羽
ばたき回数，胴体を水平軸にした場合の翅の打ち上げ・打ち下ろし角度，翅の動かし方
を観察した。結果は、羽ばたき回数は 150［回/秒］で、打ち上げ角度は 43～69 度、打ち
下ろし角度は 41～62 度であった。また、前翅を閉じ、八の字型に後翅の前縁部を打ち上
げ、翅を横にし、打ち下ろしていた。さらに、トンボ類・ハチ類を含めた翅表面の構造
観察を行った。以上について発表する。

HP-9
スズメガの幼虫の重力定位行動について
○
石田亮太
茨城県立日立第一高等学校
昆虫綱鱗翅目スズメガ科の幼虫が行う、奇妙な重力定位行動について分析した。スズ
メガ類の幼虫は円筒形の所謂いもむしであり、機械的衝撃を受けると体を横に屈曲させ
（Ｃの字形に）静止する。この状態で上下逆さにすると、体全体のＣ字形を保ったまま
体全体を体軸の周りに反回転させて腹側を下に向ける、重力定位行動が見られる。私は
この行動を撮影した動画を分析し、幼虫が体をねじることなく、体の背側・横側・腹側
の長さを変化させることで体を回転させることを見出し、更に幼虫の体の動きを再現で
きるモデルを作成したので報告する。
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HP-10
ネムリユスリカ幼虫の学習能力
○
島根彩衣, 鈴木美帆, 廣木知華
茨城県立水戸第二高等学校
ネムリユスリカは，アフリカの半乾燥地域に生息する蚊の一種である。ネムリユスリ
カの幼虫は，主に岩盤上の水たまりに生息する。乾季に水たまりが干上がる際，自身は
完全に乾燥する前に，“クリプトビオシス”とよばれる仮死状態に移行し，過酷な温度や圧
力にも耐えることができる。私たちは，エサとしている牛乳寒天と一定波長の光を関連
づけて与え，ネムリユスリカ幼虫が学習能力をもつかどうか調べた。実験結果から，ネ
ムリユスリカ幼虫はエサと光の波長を結びつける学習能力があると示唆された。

HP-11
青色光にハエに対する殺虫効果があるのは本当なのか
○
平田匠
山梨県立韮崎高等学校・生物研究部
2014 年に東北大学の堀雅敏准教授の研究グループによって「青色光に殺虫効果がある」
という研究成果が発表された。先行研究によると青色光 476 nm をショウジョウバエの蛹
に照射すると最も高い殺虫効果が得られた。実際に殺虫効果があるのかを先行研究に基
づき再現し、その結果 1000 lux の光では生育の遅延、3500 lux の光では蛹の羽化率がおよ
そ 50%低下した。また死亡率の上昇も確認された。しかし、多くの蛹がまだ死亡にまで
至らなかったので、超高輝度 LED（6000 Lux）を使用して効果的に殺虫できる実験プロ
トコールの確立を試みている。

HP-12
鉄により生物の酸化ストレスは増加する
○
平澤茉衣
山梨県立韮崎高等学校・生物研究部
生物の生命現象の伴い発生する「酸化ストレス」が発癌と関わっていること、また多
くの生物は加齢に伴い体内に鉄を蓄積すること、鉄が発癌に大きく関係していることを
示す先行研究があった。そこでキイロショウジョウバエにおいても同様の応答が起こる
のか興味を持ち、2 価 3 価の鉄イオンをハエに与え、寿命や酸化ストレスが変化するか調
べてみることにした。その結果、鉄が酸化ストレスレベルの上昇・寿命短縮をさせるこ
とが分かった。さらに、酸化ストレスに対する生体防御因子である cnc-C（dNrf-2）の mRNA
が増加していることが分かった。
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HP-13
アシナガバチの巣の抗菌パワー
○
加藤大樹，本庄くるみ
都立多摩科学技術高校・科学研究部・生物班
最近、街中などでよく見かけるようになったアシナガバチ。彼らは春先に巣を作り始
め、一年を通して子育てや繁殖を行い、次の年にはまた違う巣を作り出す。そんな彼ら
の巣は、冬になり空っぽになってもカビが生えることはほとんどない。そこで、私たち
は、アシナガバチの巣に抗菌効果があるのではないかと考えた。巣を部位によって分け、
いくつかの条件に分けたシャーレで菌と共に培養した結果、阻止円の形成や菌の発生の
抑制が観察できた。その効果は部位によって異なるため、それぞれが適応した抗菌効果
を持っていると考えられる。

HP-14
海藻クロメの護身術～抗菌物質による環境適応～
○
アゲセ祥広アリオグン、上田克弥、指導 井口藍
埼玉県立川口北高等学校・生物部
海藻クロメ表面に抗菌物質があることが知られる。環境条件による抗菌物質量変化を
（バクテリア数を指標として）調べ、クロメの生存戦略と磯焼けの過程の一考を目的と
した。結果、クロメは抗菌物質で自身を分解するバクテリアの繁殖を抑えていた。抗菌
物質量は環境により変化し、晴天時、年平均水温、通常濃度条件時に抗菌物質量が多か
った。近年の館山の磯焼けは、高水温が原因とされるが、本研究より、高水温によりク
ロメ抗菌物質が減少することが、藻類分解バクテリアの繁殖を招き、藻類・魚介類の減
少を招くのではと推察される。

HP-15
葛川でみられるオオフサモに適した環境
○
小池朱音，○大畑健，○小室佳輝，○小島和裕，○髙梨航世，○ 真家優輝，永瀬夏宇，池田
貴哉
向上高等学校・生物部
神奈川県葛川に生息する抽水植物オオフサモの生活史を調査した。秋までに繁茂した
オオフサモは、地上部が枯れて地下茎により越冬し、春になると中州の地中から地表に
芽を出した。芽吹く際、ほぼ全ての場所で他の植物と混在して生えていたが、同じ中州
上で他の植物と境目を引いたようにオオフサモのみが生える範囲があった。この範囲を
含む数地点の土を採取し、粒度分析を行うと、この範囲の土の含泥率が著しく高かった。
同じく採取した土を用い、レタスを種から育てると、この範囲の土で育てたレタスの発
芽・発根率が低く、根が短かった。
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HP-16
迷路内部での変形菌の成長に及ぼす外的ストレスの影響
○
川村このみ，岡村真子
茨城県立水戸第二高等学校・生物同好会
変形菌は，朽ち木や枯れ葉に生息する原生生物で，粘菌類に分類される。この生物は，
仮足で運動するアメーバ状の単細胞の個体が細菌などを捕食して成長し，１つのからだ
をつくる。このからだは，多数の核をもった１つの細胞からなり，変形体とよばれる。
変形菌は餌と餌の間を最短距離で移動するという性質が知られている。私たちは，分岐
を設けた迷路で最短経路に納豆を置き，変形菌がどのように移動するか調べた。実験で
は，置いた納豆の大きさにより，納豆を乗り越えて最短経路を進んだり，最短経路を避
けて進んだりする結果が得られた。

HP-17
Ca2+と K+添加による油脂産生酵母 Lipomyces starkeyi への影響
○
持田瑞巴
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校
エネルギー資源不足が叫ばれているなかで油脂産生酵母によるバイオ燃料の開発が進
められており、酵母の培養の最適条件の探索が行われている。油脂産生酵母は培地の Fe2+
濃度変化により油脂産生能力が影響を受けることが分っている。本研究では培地に添加
される無機イオンの一つである Ca2+と K+の濃度変化により酵母の油脂産生能力が変化す
ると仮説を立て検証を行った。通常の培地よりも高濃度で細胞増殖と細胞あたりの油脂
産生が増大した。このことから Ca2+と K+添加により油脂産生能力の増加が可能である。

HP-18
ヘイケボタルの幼虫は暗いのがお好き？－④ ～‘日かげ’の効果～
○
赤羽根 葵 1，○浅野由紀夫 1, ○新井 晴 1，○荒木萌里 1，○五十嵐健大 1，○五十嵐大翔 1，
○
大瀨綾香 1，○沓掛弘毅 1, ○小池信志 1, ○ 小酒井慶太 1, ○小酒井優衣 1, ○齊藤良太 1, ○
塩塚理央 1，○東瀬優花 1，○藤井美聡 1, ○松澤智朗 1, ○山本和輝 1, ○萩原智哉 1, 指導・
担当：吉村和也 1,2, 里 浩彰 1,2，堀田勤一郎 1,3，高橋哲夫 1,3
1
北区環境大学・ホタル環境講座， 2 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，3 東京都北区・環境課
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に長
い時間、滞在することが分かった。今年度は、光を遮る板を取り付けた水槽に幼虫を入
れて、日かげに対する選好性を調べた。水槽内には、底面及び壁面が白いまたは黒い角
があり、白い角の上部にだけ板を取り付けた。「黒い底面や壁面で構成された角」と「白
い底面や壁面で構成されているが‘日かげのある’角」のどちらを幼虫が好むか調べた。
結果を報告する。
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HP-19
林試の森公園におけるチョウ相の調査
○
右田陽，○白井勇佑，○島健人，○富所俊雄，○家田祐凪，○光安陽平，横田直樹
攻玉社中学校
品川区林試の森公園におけるチョウ相を明らかにするために，多様な環境を通るよう
設定した一定のルートを毎週土曜日に歩き，観察されたチョウの種類，個体数，場所を
記録するトランセクト調査を行った。調査以外で観察されたものは別で記録した。その
後，調査地を 28 区画に分け，それぞれのチョウの個体数をまとめた。その結果，調査日
以外の日に観察されたチョウを含め総計 25 種が確認された。そのうちほとんどが都市部
に生息するチョウであったが，ミズイロオナガシジミなどの比較的自然環境の保たれた
場所に生息するチョウも確認された。

HP-20
セミの鳴き声から都市環境を理解できるか？
○
宮澤拓実1，松下直矢 1，森達也1，宮﨑諒2，向雅生1，小石裕之2，石川和輝3，中里直4
1
板橋区立高島第一中学校，2 足立区立竹の塚中学校，3 世田谷区立弦巻中学校，4 東久留米
市教育委員会
東京とその周辺に住むセミの鳴き声を調べることで、都市環境を理解できないかと考
えた。そこで、７～９月の間、東京とその周辺の８か所の測定地点で、３日間のセミの
鳴き声を２週間ごとに記録した。基礎研究として、測定方法を検討し、各測定地点の鳴
き声を記録する範囲を調べ、環境評価を検討した。各測定地点で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、8 つの測定
地点を比較した。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。

HP-21
ダンゴムシの強度の測定
○
久保田啓，○永田大晴，○原田裕司，和田達典
京華中学校
ダンゴムシは，外部からの刺激で丸くなることが知られている．彼らは丸くなること
により外敵から身を守るといわれているが，本当に身を守ることができるのか疑問に思
った．そこで，ダンゴムシはどのくらいの重さに耐えられるのか調べることにした．ま
ず，丸くなった状態のダンゴムシが耐えられる重さを測定する実験装置を作製し，この
実験装置を用いて，丸くなった状態のダンゴムシの強度を測定した．さらに，体長や性
別などによって強度に差があるのかを調べた．
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