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1900年前後の東アジアは､ 中国の清を巡り国際的にきな臭くなっていた｡ やがて中国への南下政策をとる

ロシアとそれを阻止しようとする日本との間で1904年には日露戦争が勃発した｡ また､ 東南アジアのインド

ネシアにおいては､ オランダがまだこの国に実質的な力を及ぼしていた｡ したがって､ インドネシア海域を

オランダの海洋探検船 Siboga 号が調査していても何の不思議もない｡

不思議は､ 深海の海底から採集された口も消化管も無い糸のように細長い動物であった｡ 採集個体は､ ど

れも途中で切れており､ 末端部の形は不明であった｡ おまけに口があれば顎に当たる部位にヒゲのようなも

のが生えていた｡ したがって､ それらは pogonophora (“アゴヒゲを持つ”という意味：ヒゲムシの名の由

来) と名づけられ､ とりあえず船の名にちなんだ Siboglinidae という科が作られ､ そこに分類された｡ 但し､

その科がどの動物門に属するかは､ 最近まで､ 紆余曲折を経る結果となった｡

結果を述べる前に､ 私達の体を考える｡ イメージ的には､ お腹を開くと“内臓が出てくる”という感じか

もしれない｡ しかしながら､ 実際は､ 心臓は心嚢膜に包まれて囲心腔という隙間に入っている｡ 肺は胸膜に

包まれて胸膜腔に入っている｡ 消化管､ 肝臓､ 腎臓などは腹膜に包まれて腹膜腔という隙間に入っている｡

解剖学的には､ これら３つの隙間を体腔という｡ この体腔こそ､ 内臓を､ 骨や筋肉など骨格の動きとは独立

した状態を保っておく優れた器であり､ 動物を分類する上で重要な形質なのである｡ 体腔の数を検討した結

果､ ヒゲムシは､ ３つの体腔をもち､ 神経系は我々と同じ背側にあり､ さらに卵の発生は高等な動物に近い

と､ すべての判断が誤って結論づけられた｡

この結論は､ 1960年代に体の末端部を含む完全個体が採集され､ さらに近年になりDNAレベルの分類が

可能になり､ 見事に覆された｡ また､ ヒゲムシが棲む環境には必ず猛毒の硫化水素があることもわかった｡

この動物は､ ゴカイの一種である｡

ゴカイが他の動物が棲むことができないような環境に進出し､ あるいは生存競争に負けてそこに逃げ込ん

だのかもしれないが､ ともかく､ 体制を変えるなど種々の手段を講じてそこに適応したのである｡ その適応

の最たるものは､ 消化管を作っていた細胞を改造して､ 炭水化物を自分の為に作ってくれる細菌をその細胞

内に住まわせることに成功したことであろう｡ 細菌は､ 幼生の時にのみある口から感染するが､ やがて口は

退化する｡ しかもその細菌は､ どこにでもいるとはいえ只者ではなく､ 条件しだいで猛毒の硫化水素を餌に

することができるのである｡ そこで､ ヒゲムシはヘモグロビンに工夫を凝らし､ 自分の為に酸素を運ぶと同

時に､ 硫化水素も結合させて無毒化し､ 細菌まで運ぶようにした｡ 細菌は､ ヒゲムシの体内にいる限り､ 餌

も貰え､ 自分も環境の揺籃に対して安泰である｡ これぞ共生であり､“相利共生”こそ究極の“ecology”で

はないか！
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公開講座：シンポジウムⅠ

ヒゲムシは口も消化管もないのに､ どうやって生きているか？

笹山 雄一・福森 義宏 (金沢大学)・松野 � (島根大学)1

｢｢公公開開講講座座：：シシンンポポジジウウムムⅠⅠ｣｣ 要要旨旨



動物の門のうち､ 軟体動物門は､ 節足動物門に次いで最も多くの種をふくむ大きな分類群 (グループ) で

す｡ 軟体動物には､ 腹足類 (巻貝) のほかに､ 頭足類 (タコ・イカ)､ 二枚貝類 (ハマグリ)､ 多板類 (ヒザ

ラガイ) などもふくまれます｡ 巻貝には､ ウミウシやナメクジもふくまれるので､ 体が巻いているとはかぎ

りません｡ 陸にすむ巻貝がカタツムリとよばれます｡ そのほとんどの種は､ 肺で呼吸する有肺類に属します｡

海と比べ地上には炭酸カルシウムが乏しいので､ 殻をつくらなくても生きてゆけるようにカタツムリの祖先

が進化して､ 殻のないナメクジが出現しました｡

巻貝には､ 左巻と右巻のものがいます｡ どちらに巻くかは１種類の遺伝子で決まっています｡ 左巻と右巻

では､ 受精卵の最初の細胞分裂から､ たがいに左右逆に形ができてゆきます｡ ほかの動物と同様に､ 巻貝で

も内臓が左右非対称です｡ その心臓や肝臓の配置が､ 右巻と左巻では､ 左右反転しています｡ 交尾器や排泄

口も､ 左巻では首の左側に､ 右巻では右側に開きます｡ 求愛や交尾のための交配行動までが左右反対です｡

したがって､ 巻貝の左巻と右巻は､ いわば鏡の向こうとこちらで､ たがいに左右反対の一生をすごしている

のです｡

右巻の種と左巻の種がいるからには､ 巻貝の祖先が進化して種の数が増えてゆく間に､ 体中が左右反対の

種 (鏡像種) が進化したことになります｡ それぞれの種を見ると､ 種ごとに左巻か右巻のどちらか一方に決

まっていて､ 両方の巻型が共存する例はまれです｡ それは､ 両者の交尾が難しいからです｡ 体を左右反対に

する遺伝子は､ 突然変異でまれながら必ず生じます｡ しかし､ 逆巻は交尾相手に恵まれず､ 子供 (遺伝子)

を残しにくいため､ 自然淘汰されてしまうのです｡ ところが､ 移動力が低いため小さな集団に分かれ､ わず

かな個体数で代々繁殖するカタツムリでは､ たまには偶然に逆巻が多数派になることもあります｡ すると､

逆巻のほうが交尾相手に恵まれ､ 繁殖上有利になって逆巻ばかりの集団になります｡ 逆巻だけの集団は､ ま

わりの集団とは交配が難しいので､ 集団全体が逆巻になるだけで､ 鏡像の新種として進化できるのです｡

巻貝以外の動物でも､ 体を左右反対にする遺伝子を両親から受け取れば､ 子供は左右逆に成長します｡ そ

ういう個体変異はまれに見つかるのに､ 巻貝以外では､ 内臓が左右逆の種はまだ見つかっていません｡ なぜ

巻貝以外の動物では､ 鏡像の種は進化しないのでしょうか｡ 世界中の誰も答えようとしない難問ですが､ 左

右が反転したカタツムリの変異体を使って､ その答が今わかりはじめています｡

なぜ巻貝で内臓の左右が逆の種が進化したのか｡ なぜほかの動物では左右逆の種が進化しないのか｡ この

ような謎を解くには､ 内臓が左右反転した変異個体を人工繁殖しなくてはなりません｡ ところが､ 普通の動

物では､ 解剖しないと内臓の左右がわからないので､ 生きた変異体を見つけることはなかなかできません｡

カタツムリの場合､ 殻の巻き方向も左右逆になるので､ 注意してよく見ているとまれに､ 右巻の種なのに左

巻の個体や､ 左巻の種なのに右巻の個体に気がつくことがあります｡ そのような変異体は金の鉱脈です｡ で

もカタツムリを代々繁殖させるのは難しいので､ 世界中のほとんどの研究者は手をつけません｡ それだけに

苦労もありますが､ 教科書にない新たな発見に興奮する毎日が今も続いています｡
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公開講座：シンポジウムⅠ

右巻き左巻きカタツムリとわたし

浅見 崇比呂 (信州大学理学部生物科学科)
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ナメクジウオは､ 体長４㎝ほどの半透明で細長い動物です｡ 姿と名前からは軟体動物のナメクジか魚 (ウ

オ) を連想してしまいますが､ そのどちらでもありません｡ 日本には４種類のナメクジウオの仲間が生息し

ます｡ ４種類の中には2003年に鯨の遺骸で発見されたゲイコツナメクジウオ (Asymmetron inferum) とよ

ばれるたいへん珍しい種もいますが､ 普通にみられるのはヒガシナメクジウオ (Branchiostoma belcheri)

です､ といっても､ 見たことのある人は少ないでしょう｡ ナメクジウオは､ 本州西部の太平洋岸､ 瀬戸内海､

九州沿岸に生息しているのですが､ その生息地は水深数十ｍの海底で､ 砂にもぐっているため､ 簡単に見る

ことができないのです｡

ナメクジウオは､ 背中側に脊索とよばれる器官をもつため､ 脊索動物に分類されていますが､ 背骨はあり

ません｡ 私たちヒトも含めて､ 脊椎動物は､ 発生の初期にこの脊索をもっています｡ 私たちの脊索はすぐに

消えて背骨ができますが､ この特徴から私たち脊椎動物も脊索動物に分類されています｡ 脊索をもつ動物か

ら背骨をもつ動物が進化してきたので､ ナメクジウオはヒトの祖先に近い動物だと考えられています｡ ヒト

がどのように進化してきたかを教えてくれる生きた化石だともされてきました｡

2008年にはナメクジウオのゲノムが解読され､ ナメクジウオとヒトは共通の祖先から進化した動物である

ことが遺伝子からも確かめられました｡ ナメクジウオのゲノムにはヒトと似た遺伝子が多くあることもわか

り､ ナメクジウオの研究がヒトの進化の研究に役に立つことがますます明らかになってきました｡ そのよう

な研究を１つ紹介します｡

ナメクジウオは､ 夏の暖かい海で､ 暗黒下に産卵します｡ 日が没むと､ 砂から出てきて､ 水面に向かって

泳ぎ上がります｡ 雄と雌の区別はありますが､ 一対一のペアを作らず､ 水中に精子と卵を放出します｡ 最近､

精巣や卵巣の成熟を促したり､ 産卵を引き起こすホルモンの仕組みがわかってきました｡ 脊椎動物だけにあ

ると考えられていた性ステロイドがナメクジウオに見つかり､ 機能していることが分かったのです｡ 雄も雌

も雌性ホルモン (ヒトでは女性ホルモン) をもち､ 雄性ホルモン (ヒトでは男性ホルモン) はごくわずかし

かありません｡ また､ ナメクジウオには雌性ホルモン受容体はありますが､ 雄性ホルモン受容体はありませ

ん｡ 四肢を持つ脊椎動物では雌性ホルモンと雄性ホルモンがそれぞれ雌と雄に重要なホルモンですが､ 魚類

では必ずしもそうとは限りません｡ ナメクジウオのステロイドの研究は､ 雌性ホルモンの方が起源が古そう

だという研究成果となり､ ステロイドの働きの進化についての新しい発見につながりそうです｡

ナメクジウオについてのこのような研究は始まったばかりですが､ これからも脊索動物の進化の鍵となる

ような興味深い結果が出てくることと期待されています｡
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安全祈願の際には ｢無事にカエル｣｡ 回帰祈願の際には ｢よみガエル｣｡ 投資の際には ｢お金がカエル｣｡

アニメやマスコットキャラクターなどにも登場｡ 日本人ほどカエルを日常生活に活用している国民はいない

のではないでしょうか｡ その影響もあるのかもしれません｡ カエルを用いた研究においても､ 日本は世界を

リードする存在となっています｡

研究の世界の中で､ 最も活躍しているカエルがアフリカツメガエル (以下ツメガエル) です｡ アフリカ大

陸のサハラ砂漠からケープタウンまでの間の湖沼などに生息する､ 最も原始的な性質をもつカエルと言われ

ています｡ カエル特有の発達した舌構造をもたず､ 全体的に扁平な形をしています｡ ツメガエル属のことを

学名で Xenopus (ゼノパス：風変わりな足という意味) と呼びますが､ 和名の通り､ 後ろ脚の内側３本の

指先に黒い爪があることに由来します｡

2009年８月の時点で､ ツメガエルを研究材料として用いている日本人研究者 (学生やポスドクは含まない)

は99人にのぼります (日本ツメガエル研究集会資料より)｡ ポスドクや学生等を含めたとすれば､ 数百人の

日本人がツメガエルを用いた研究の日々を送っていることになるでしょう｡ 多くの研究者を魅了するツメガ

エルの魅力とは何なのでしょうか？

まず､ 第一に挙げられるのが､ 卵を大量に得ることができる点です｡ 哺乳類であれば､ 一度に多くても十

数個の受精卵を得るのが限界であるのに対して､ カエルの場合は数千個の受精卵を得ることが可能です｡ さ

らに､ ツメガエルの場合は20℃前後の恒温条件で飼育することによって､ 季節を選ぶことなく卵を採取する

ことが可能となります (ホルモンの注射は必要ですが)｡ これは実験量を増加させる上で非常に重要な要素

になります｡

第二に飼育が非常に容易な点が挙げられます｡ ツメガエルを床にでも放とうものなら､ それはもう無残な

ものです｡ ジャンプしようにも後ろ脚で地面を効果的に蹴ることができず､ わずかに蹴りつけた力を推進力

として､ カーリングのストーンのように移動するだけとなります｡ つまり､ ツメガエルは一生を水の中で過

ごすカエルであるため､ 陸上に全く適していないのです (本当に両生類なのか､ という質問をよくいただき

ます)｡ しかし､ 飼育する側には非常に都合が良いのです｡ 水を貯める槽さえあれば飼育することが可能と

なります｡ 餌についても､ 生き餌が必要な身の回りのカエルに対して､ ツメガエルは生き餌を必要としませ

ん｡ 冷凍赤虫やレバー肉片はもちろん動物性の人工飼料も食べてしまいます｡

第三は卵の使い道の豊富さにあります｡ 受精卵は２細胞期以降､ 約30分ごとに同調的な分裂を繰り返し､

受精９時間後には原腸形成運動が開始され､ 虫眼鏡でもあれば､ そのダイナミックな体づくりの様子を容易

に観察することができます｡ 受精２日後には孵化し､ ３日後には泳ぎ始めます｡ その身近さに､ ついつい､

色々と手を加えたくなるのですが､ 事実､ 簡単に手を加えることができるので発生生物学の研究に多く用い

られているのです｡ また､ 未受精卵も細胞分裂研究やタンパク質合成研究などの有用な実験材料として用い

られています｡

このように非常に ｢つかえる蛙｣ であるツメガエルですが､ 今回の動物学会の開催地であります静岡県こ

そ､ 日本で初めてその大量養殖に成功した地であることをご存知でしょうか｡ 今から約35年前､ 浜松市在住

の坂口章さん (現在85歳) が佐鳴湖において､ それを実現されました｡ 静岡県を源流として巣立っていった

ツメガエル達が大活躍していることを､ 静岡県の方が誇りに思っていただけると幸いです｡
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カエルの体づくりに魅せられて

黒田 裕樹 (静岡大学教育学部 理科教育講座)
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2008年度ノーベル化学賞した下村脩先生は私にとって大変こわい先生の一人である｡ 実験がとにかく好き

で､ そして上手い｡ よって､ 私の実験に対して厳しい注文があるし､ 妥協はない｡ それが下村先生である｡

この下村先生が発光クラゲを研究する前に最初に取り組んだ研究がウミホタルの発光である｡

ウミホタルはエビやカニと同じ甲殻類の仲間で､ 殻長約３㎜の小さな海洋生物である｡ ウミホタルは底が

砂もしくは泥まじりの砂で深さは干潮時に干上がらない程度の浅瀬から10数ｍの海に生息し､ 日中は砂に潜

り込み､ 夜間には活発に行動する｡ ウミホタルは青森以南の黒潮が流れる暖かい海に生息するが､ 波が穏や

かな真水の交わらない海岸線に､ 静岡では伊豆下田で採取することができる｡ また､ 乾燥させれば､ 長期間

にわたって保存でき､ 乾燥品に水を加えればいつでも発光を観察することができる｡ 太平洋戦争の時代､ 照

明の一つとして利用しようと､ 日本陸軍が多くの乾燥ウミホタルを作ったことは歴史の中の忘れ去られた一

頁である｡

この発光の仕組みはルシフェリンとルシフェラーゼという物質の化学反応である｡ 1890年にドイツ人研究

者Muller 先生がウミホタルの発光を観察､ 発光物質を分泌する器官を記載した｡ この器官にルシフェリン

とルシフェラーゼという発光に必要な物質を別々の袋にため込んでいる｡ 面白いことに､ 驚いたときや求愛

行動などの時に､ これらルシフェリンとルシフェラーゼを同時に海水中に噴射して青い光を発する｡

さて､ 光る生物はバクテリアから魚類まで多種多様な生物が光を発している｡ ホタル､ ウミホタル､ ホタ

ルイカは同じホタルという言葉が入るが､ 全く異なる生物であり､ ルシフェリン､ ルシフェラーゼという発

光の本体の構造も､ 光る仕組みも異なっている｡ 他の発光生物と異なるウミホタルの発光の特色は､ 体の外

で光る点と発光の本体であるルシフェリンとルシフェラーゼが安定な点である｡ 私たちはこの特色を生かし

た応用研究を展開している｡ ここでは抗原抗体反応を利用したイムノアッセイついて紹介する｡

ウミホタルルシフェラーゼは大腸菌で生産することはできないが､ 酵母や昆虫細胞で生産可能である｡ ウ

ミホタルルシフェラーゼは抗体と結合しても著しく光る活性が低下することはないので､ 抗体と融合させた

“発光する抗体”を作成できる｡ この発光する抗体を用いれば､ 身体の中の分子を定量することができる｡

例えば体内の調整役の一つであり､ ガンの治療などにも重要な役割を担うインターフェロンαを､ その抗体

を用いることで従来の10倍近い感度で簡単に測定することができる｡ さらに､ この方法を用いるなら豚イン

フルエンザなどを簡単に且つ高感度に検出することができる｡ ルシフェリンとルシフェラーゼが安定で輸送

や管理が容易であるので､ 私たちはアフリカやアジアの充分に医療施設がないところでも病気の診断に活用

したいと､ 現在､ 企業との共同研究を進めている｡

光る生物の光に魅せられて始めた研究であり､ 現場に行って光る生物を集めることが最も楽しい作業であ

る｡ 私は世界中を回って研究を続けている｡ しかしそれだけでなく､ その光る仕組みを見つけることによっ

て世界を変えることができるのも､ その研究の魅力である｡ 現場で光る生物からもらう元気が､ 私の研究を

支えていると言っても過言ではない｡
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司会 松田 良一 (東京大学大学院総合文化研究科)

第20回国際生物学オリンピックが筑波大学で７月12日から19日まで開催されます｡ この要旨を書いている

のは６月15日なので､ 開催報告を書くことはできません｡ ここでは日本が国際生物学オリンピックを引き受

けたいきさつと､ 現時点での準備状況を紹介させていただきます｡ 開催の詳細に関しては９月20日に開かれ

る本シンポジウムに参加していただければと思います｡

国際生物学オリンピックの目的は､ 生物学者を目指す優秀な人材の発掘､ 生物教育に関する情報交換､ そ

して国際交流の３つです｡ 世界中から生物好きの高校生を一堂に集め､ 理論問題と実験問題で生物に対する

知識と実験能力の優劣を競います｡ 1990年からスタートした国際生物学オリンピックからは多くの生物学者

が巣立っております｡ IBO国際委員会の委員長であるタイの Poonpipope Kasemsap氏も国際生物学オリン

ピックで優秀な成績をとり､ 国から奨学金を獲得し､ 海外留学をして研究者になったとのことです｡ スイス

やオランダ､ シンガポールからは過去の大会の金メダル受賞者が Jury (審判団) として参加しています｡

過去のオリンピックに参加したOBたちが国際生物学オリンピックの発展のために尽力している姿はすばら

しいものです｡

この国際生物学オリンピックを日本に招致した経緯について簡単に紹介いたします｡ 2009年はギリシャが

開催する予定でした｡ しかし､ 2006年の12月にギリシャが開催を断念し､ 日本に白羽の矢が立ちました｡ 準

備期間が短いこと､ 日本国内の組織が弱体であることなどいろいろ問題がありましたが､ 動物学会関係者が

中心となり日本誘致に奔走し､ めでたく2007年の３月22日に日本招致が正式に決まりました｡ ここで決め手

になったのは､ 筑波大学の岩崎洋一学長 (当時) からの筑波大学での国際生物学オリンピック開催の要望書

でした｡

つくば大会の概要を紹介いたします｡ ６月15日時点で参加者は世界62カ国から選手と Jury (審判をする

大学教員､ 高校教員そして大学院生など) 合わせておよそ約450名です｡ 日本側のスタッフを合わせると約6

00名が参加する大きな大会となります｡ スケジュールは７月12日につくばに集合し､ 13日の午前に開会式､

午後は歓迎パーティー､ そして Jury は実験試験問題の検討会議と自国語への翻訳を行います｡ 14日は実験

試験が行われ､ Jury は日光見学に行きます｡ 15日は Jury が理論問題の検討会議と自国語への翻訳､ 選手は

筑波研究学園都市の研究所見学です｡ 16日は理論試験が行われ､ 夜はつくば市の協力のもと日本の夏祭りを

模した ｢つくばナイト｣ が開かれます｡ 17日は選手達が日光見学で Jury は最終成績とメダル授与者の決定

を行います｡ 18日は浅島誠先生の講演会と表彰式､ 閉会式そしてお別れパーティーが行われ､ 19日は解散と

なっております｡ この実質６日間のスケジュールからお分かりのように､ 選手達は２日間の試験以外はエク

スカーションやイベントなどの国際交流に時間を費やします｡ 国際生物学オリンピックはまさに人材発掘と

国際親善の場であります｡

東アジアの国々では国際生物学オリンピック参加者には奨学金や希望大学への入学など多くの特典が用意

されております｡ そのため､ 中国では国内予選に10万人が挑戦し､ 昨年オリンピックが行われたインドでも

国内予選に１万５千人が挑戦しました｡ 日本ではつくば大会の予選参加者が２千人だったのですから､ 中国

やインドの熱心さがお分かりになるものと思います｡ 理科離れが喧伝されている昨今ですが､ 小学校の教育

現場では理科好きな子供たちが沢山いるとのことです｡ しかし､ 中学､ 高校と進学するに従い､ 大学入試に

向けた勉強に専念せざろうえなくなり､ 彼らの才能は埋もれていきます｡ ある教育委員会委員長は大学が入

試制度を改善しない限り､ 子供たちの才能の芽は摘まれてしまうと指摘しました｡ 大学関係者としては厳し

い指摘です｡ 国際生物学オリンピックの参加選手あるいは国内予選の成績優秀者に大学入試の門を開くこと

は､ 才能ある人材育成に貢献するのではないかと思います｡ 理科離れ対策に是非とも国際生物学オリンピッ

ク活動を利用していただきたいと思います｡
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1990年チェコスロバキアのオルモウツで第一回大会が開催されて以来､ 本年つくば大会で第20回を数える

国際生物学オリンピック (International Biology Olympiad：IBO) は以下３つの大目標に掲げ､ 毎年､ 世界

各地で開催される｡

・生物学の問題の創造的解決を通した､ 生物学研究への活発な興味を鼓舞する

・生物学に興味を持つ学生間での定期的国際交流の推進

・生物学教育に関するアイデアと教材の交換を推進

国際生物学オリンピックでは実験課題 (６時間) と理論 (５時間) ２分野にわたって問題が出題される｡

出題のねらいは生命科学への探究心や知的好奇心を刺激し､ 創意工夫・発想の豊かな生徒を育て､ 才能を発

掘することにある｡ 問題はいずれも日本の高校教育を超える高いレベルであり､ 理論課題では米国の医科大

学の教科書として多用される､ ｢キャンベル生物学｣ (Campbell/Reece BIOLOGY, 翻訳版は丸善株式会社

刊) を出題の準拠にしている｡ 理論課題､ 実験課題の結果はそれぞれＴスコアに換算されその合計により個

人別に集計され､ 最上位10％に金メダル､ 続く20％に銀メダル､ さらに30％に銅メダルが与えられる｡

実験課題は生物学の４分野から出題されるが､ 事前にウェブページなどにより出題分野が告知される｡ 課

題は４分野にわたり､ 各試験時間は90分､ 合計６時間かけて行われる｡ 試験は午前中に２分野､ 昼食後に２

分野行われ､ 間に休憩時間をはさむ｡ 実験材料・器具等はあらかじめ各自の実験台に用意され､ 問題文に書

かれた手順に従って実験を行い､ その結果やデータおよび考察内容を提出する形で行われる｡ また実験機器

の使用法等については､ 試験前日に説明される｡ 課題に取り組むにあたっては様々な器具の扱いに習熟して

いる必要がある｡ 具体的には顕微鏡や解剖用具の他､ 通常､ 日本の高校教育ではほとんど使用されない分光

光度計や電気泳動法による分析なども含めたスキルが要求される､ また､ 統計学的処理を含めて得られたデー

タの処理し考察する力も必要となる｡

理論課題は約80問の大問からなる筆記試験である｡ 課題は昼食をはさんで､ 150分の試験が２回､ 合計５

時間かけて行われる｡ 使用言語に依存しない解答形式とするため､ 主に選択問題､ 正誤問題､ 数値や記号で

答える問題いずれかの形式で行われるが､ ＩＢＯの規定により知識のみを問う問題は25％以下になるよう構

成しなければならない｡

本発表では､ 国際生物学オリンピックで実際にどのような問題が出題されるのか､ 具体例を示すとともに､

その傾向の分析を行う｡
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昨年こういう意味の疑問を吐露したまま, 今回のシンポジウムに対してきちんと準備しなかったため, そ

のまま私のタイトルとなって誤解を招きやすいことになり申し訳なく思います｡ 私は, いろいろなサイエン

スオリンピックが理科振興に寄与することを疑っている訳ではありません｡ 関係者の方々のオリンピックへ

のご尽力を見ても頭が下がります｡ 私が疑義を差し挟んだのは, 良しとなったらそれ一色となる日本の教育

を心配してのことです｡ オリンピックについて言えば, (１) 私は理科好きな子でしたが, もし今高校生だっ

たら, なぜみんなで同じ競争しなきゃいけないのと反発しただろうし, 盛んになればなるほど日本中でそう

いう子が取り残されるのではないかと心配するからです｡ もう一つは, 理科の目的という根本問題に関わり

ますが, (２) もし国家的に推進するならば, 一方で参加者の追跡調査と評価を冷静に行い, 成果と意義を

検証する必要があるのに, 表立っては大義の前に何か遠慮があるように思うからです｡ 検証のないまま日本

中で拡大再生産され続けた, ゆとり教育の轍を踏まないために｡

生物は, 普遍性と多様性という直交する２大原理からなっているように思います｡ 象徴的に言えば, 初期

条件が決まれば物理・化学に従う唯一解が普遍性であり, たくさんの可能性の中から, その時々の条件と偶

然性によって選ばれた, 進化の一回性の集積結果が多様性だと思っています｡ 生物独特の面白さと難しさは

この, ｢歴史｣ にも似た性格を持つ多様性をどう科学するかにあります｡

しかし, 来年に向けてさらに盛り上がるであろう ｢生物多様性｣ に潜む, ヒト中心主義 (学びの動機とし

て否定するつもりはありません) と, ｢遺伝子の多様性｣ の多くを占めながら ｢種の多様性｣ 議論から微生

物が黙殺されていることのギャップは大きな問題です｡ 近似的に言うと微生物とは, 生き物の中で動物と植

物に対する補集合であり, 補集合の多様性は無視されがちです｡ 多様性の立場からのアンチテーゼとなる微

生物を, 教育にどう取り込むか, 生物の多様性と教育についても議論できたらと思います｡
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正木 春彦 (東京大学大学院農学生命科学研究科)
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2010年７月19～28日の10日間, 第42回化学オリンピック (International Chemistry Olympiad = IChO-

2010) を日本で開く｡ 約70ヶ国・地域の生徒＋引率教員500名ほどが集まり, 経費総額５億円に迫る大イベ

ントだ｡

私見によれば, 化学オリンピック参加の意義は下記４点になる｡ 多くの人間がからむ主催となれば, 実施

担当者も生徒も気合いが入り, いっそうの成果が期待できよう｡

①将来の学術・産業界を担うヒーロー・ヒロインを発掘・育成する｡

②国内選抜を通じて日本の化学力を底上げする｡

③化学の面白さ・重要性を世にアピールする｡

④国際標準の高校化学を知る (日本の後進性を認識する)｡

細部の思いは多様だろうが, こうした意義を理解いただいた政府・化学産業界・有志の方々から, 2010年

の主催に向け大きな財政的・人的ご支援を頂戴している｡

意義①～③は自明だろう｡ 少数のスターがいるからこそ活性化して前に進むのは, 運動や芸術, 文学の世

界にとどまらず, 化学 (科学) の研究・産業界も同じだ (①)｡ 国内選抜に参加する2000名超の生徒は, 準

備段階で力をつける (②)｡ こうした行事をメディア経由で世に伝えれば, 化学に対する国民の関心も増す

(③)｡

だが, 20年以上の初中等理科教科書執筆経験をもつ私自身は, ④を最重要視する｡ 日本の高校 (＋大学入

試) で扱う中身が, 化学のほか生物も物理も, 大学にスッとつながるものではないからだ｡ 大学に入ったら

すべてを忘れ, 頭をリセットしなければいけない (身に覚えのある方々も多かろう)｡

化学に限らず, 何かを習得するときは, 精選した ｢なぜ？｣ にとり組み, ｢あぁそうか！｣ と得心する過

程が欠かせない｡ ｢なぜ？｣ の解き明かしには, 質のよい理屈を教えなければいけない｡ しかし日本の初中

等教育は, そうした面を決定的に欠いている｡

諸国は日本のはるか先を行く｡ 化学オリンピックの出題では, 表１が ｢高校生なら学んでいるはず｣ の項

目になる｡ 日本だと理系の大学１～２年生でようやく学ぶ話だけれど, こういう理屈を知らないかぎり, 化

学の ｢なぜ？｣ に迫りようはないからだ｡

表１. 化学オリンピックで ｢高校の既習事項｣ となる概念 (ごく一部)

核反応 (α・β・γ崩壊), 量子数 (n, l, m) と s・p・d軌道, フントの規則, パウリ

の排他律, 溶解度積と溶解度, 錯形成定数, 電極電位, ネルンスト式, 均一系反応と不均

一系反応, 微分反応速度式, 反応次数, 熱と仕事, エンタルピー, 熱容量, エントロピー,

ギブズエネルギー, 熱力学第二法則と反応の向き, 酸化還元滴定, ランベール・ベール則,

有機分子の反応性 (求電子性, 求核性, 誘起効果), 炭素の混成軌道, σ結合とπ結合,

立体化学, 重合の連鎖反応

高校理科が暮らしに役立たず, 大学につながりもしない――そんな日本の惨状は, 何が生み, どう治療で

きるのか？ それについての私見を披露し, ｢科学オリンピック参加・主催を奇貨とする理科教育刷新｣ を

目指す議論の開始と深化に寄与したい｡

【参考書】

●渡辺・北條 『高校で教わりたかった化学』 (日本評論社, 2008年, 1900円＋税)

●渡辺ほか編著 『完全攻略 化学オリンピック』 (日本評論社, 2009年, 1600円＋税)
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国際化学オリンピック2010 －オリンピック参加・主催の意義は？－

渡辺 正 (化学オリンピック2010実行委員長､ 東京大学生産技術研究所)
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１. 静岡県の公立高校では, 理科はどの程度開講, 履修されているのか？

＜平成20年度学科別開講科目 (公立高校) および平成21年度本校普通科履修状況＞

２. スーパー・サイエンス・ハイスクール (ＳＳＨ), サイエンス・パートナーシップ・プログラム (ＳＰＰ)

への取り組み

県内では, 県立磐田南高校 (第１期平成15年～３年間, 第２期平成18年～５年間), 県立清水東高校

(第１期平成16年～, 第２期平成19年～), 私立静岡北高校 (平成19年～) の３校がＳＳＨの指定を受け研

究開発を行っている｡ 理数系のカリキュラム開発 (学校設定科目), 大学や企業・研究施設・科学館等と

の連携, 国際性 (英語力) の育成, 課題研究の充実等を主な研究課題として取り組んでいる｡ 第16回国際

生物学オリンピック北京大会日本代表に清水東高校生徒が出場した｡ 科学に対する意識・態度や課題研究

の有効性, 卒業生の追跡状況等で良好な評価が得られている｡ ＳＰＰに関しては, 高校側からの応募件数

は徐々に増加しているが, 生物分野はわずかのようである｡

３. 静岡県の特色ある理数系プログラム� 平成18年～20年 ｢科学技術教育研究開発推進事業｣

｢小中学校の科学技術教育支援事業｣ ｢県高等学校科学技術コンクール｣ ｢科学技術者育成セミナー｣

｢理数系教員の資質向上セミナー｣ の４事業からなり, 対象も生徒と教員であり, また, 理数科, 普通

科, 農業科, 工業科等に広く担当校が設けられていた｡ よって, 対象生徒も多岐にわたっていた｡� 平成21年～ ｢ニュートン・プロジェクト推進事業｣

県内理数科設置校７校が行うニュートン指定校事業 (講師招聘事業や小中学生を対象とした科学教室

の開催), 県教育委員会が主体となって企画・運営するニュートン・プロジェクト事業 (｢キャンプ (講

演会, 若手研究者との交流会, 先端施設見学)｣ ｢チャレンジ (大学や研究所での研究活動体験)｣ ｢スタ

ディ (海外の先端施設や研究所などの視察研修)｣, 平成基礎科学財団との共催事業の３つからなる｡

ＳＳＨの県内版であり, 理数科設置校を地域の教材センターとすることもねらいとしている｡� 平成21年～ ｢こころざし育成セミナー｣

医学部志望の生徒を対象としたもので, 地域医療も含めた医師養成プロジェクトである｡ 県の東部・

中部・西部の３地区で実施され, 127名参加予定である｡ 西部会場は, 浜松医大と佐久間病院で41名,

内本校生徒は14名参加予定である｡

４. 教員の課題

｢授業力…生徒の興味・関心を高揚しているか (疑問を提示すると自分の考えを説明しようとする生徒

もいる)｣ ｢専門性…フィールドワークや生物部の指導はできるか (高校教員の養成は高等教育機関のどこ

が担うか)｣ が, やはりキーワードであろう｡ ＳＳＨ指定校以外の自然科学系部活動の低迷, 教員対象の

研修会への参加数低下の現状がある｡ 有志で研究会を立ち上げるなど教員の自主的活動を期待するしか方

策はないのかもしれない｡
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静岡県における高校生物教育の実情

松本 幸啓 (静岡県立浜松北高等学校)
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普通科(68)
※履修科目の数値は開講％ 専門学科(124)＋総合学科(5) 本校普通科 (平成21年)

※２年理系・３年理系は２科目選択, 履修科目は人数

学 年 １年 ２年 ３年 １年 ２年 ３年 １年 ２年文系 ２年理系 ３年文系 ３年理系
人 数 14484 14831 14227 7726 8099 7895 370 133 229 129 227
理 科 基 礎 6 4 6 8 4 11 0 0 0 0 0
理科総合Ａ 82 9 1 60 13 4 370 0 0 0 0
理科総合Ｂ 12 10 6 10 12 9 0 0 0 0 0
物 理 Ⅰ 0 96 32 0 47 17 0 0 225 0 0
物 理 Ⅱ 0 1 93 0 1 26 0 0 0 0 172
化 学 Ⅰ 32 85 47 16 19 16 370 0 0 0 0
化 学 Ⅱ 0 12 97 0 5 21 0 0 0 0 222
生 物 Ⅰ 3 100 72 5 36 29 0 116 222 96 0
生 物 Ⅱ 0 0 94 0 5 12 0 0 0 0 60
地 学 Ⅰ 0 25 15 0 2 9 0 17 11 10 0
地 学 Ⅱ 0 0 16 0 1 1 0 0 0 0 0



当園では､ 開園当時より教育普及事業に力を入れており､ 目的や内容等によ

り以下のとおり実施しています｡

○幼児動物教室：幼稚園､ 保育園児が対象｡ ウサギやヒヨコとのふれあい､ ポ

ニーの乗馬体験等を通じて､ 命の大切さを学び､ 優しい心を育てることを目

的としています｡

○ふれあい教室：小学校､ 養護学校､ 福祉施設が対象｡ ウサギやヒヨコとのふ

れあい等を行います｡

○サマースクール：夏休みに小学生を対象として行う教室｡ １年生､ ２・３年

生､ ４～６年生の日程に分けて､ それぞれのレベルに応じた内容の講習を行っ

ています｡ ４～６年生は２日間行い､ ２日目は飼育実習を行っています｡

○実習生受け入れ：中学生・高校生の社会体験学習 (総合学習) の飼育実習や､

大学生の飼育実習､ 獣医実習､ 学芸員実習､ インターンシップ制度による実

習の受け入れも行っています｡

○ツアーガイド：主に学校 (一般のグループも可) を対象に行っています｡ 園内

を学びながら回ることで､ 動物についての理解を深めると共に､ 興味や関心を持ってもらうことを目的とし

ています｡ 広い年齢層に対応できるよう､ いくつかのコースに分け､ ワークシートが用意されています｡

○校外学習：動物のことや飼育員の仕事について､ 事前に質問事項を送ってもらい､ 来園時に飼育員が答え

ています｡

○出張動物園ガイド：学校や生涯学習センターを訪問し､ 動物や飼育についての体験談等をお話しします｡

ゾウリムシはよく理科の教科書にも写真が掲載されている馴染み深い単細胞動物ですが､ 一口にゾウリム

シと言ってもいろいろな種類があります｡ 今回はその中から､ 代表的なゾウリムシとミドリゾウリムシをご

紹介します｡

◆ゾウリムシ (Paramecium caudatum)

｢ゾウリムシ｣ は､ ゾウリムシ属の総称ですが､ P. caudatum という学

名をもつ種類の和名でもあり､ もっとも一般的なゾウリムシの仲間です｡ 大

きさは約200～250μm (１㎜の1/4～1/5) で､ 単細胞動物としては大型で

肉眼でも見ることができます｡ 細胞表面にたくさん生えている繊毛を動かし

て水の中を泳ぎ回っています｡ そのスピードは１秒間に約１㎜で､ 時速にす

ると約3.6ｍ/ｈとなります｡ ずいぶんゆっくりに感じますが､ もしゾウリム

シが人間くらいの大きさだったら時速約25㎞/ｈで泳げることになります｡

◆ミドリゾウリムシ (Paramecium bursaria)

ミドリゾウリムシは大きさ約120μm で､ ゾウリムシの半分くらいの大き

さです｡ 細胞質内に緑藻の仲間であるクロレラを約700個も共生させているために緑色に見えるのが特徴で

す｡ 共生クロレラがミドリゾウリムシに光合成産物 (酸素やマルトースなどの糖類) を与えてくれるおかげ

で､ 餌不足や密閉された条件でもミドリゾウリムシは長期間生存することができます｡
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触れて､ 感じて 動物の命 ～動物園での教育事業～1

2 ゾウリムシの仲間を観察してみよう！

｢動物学ひろば｣ 動物紹介

ふれあい教室

幼児動物教室

後藤 正・杉田 喜世一 (静岡市立日本平動物園)

道羅 英夫 (静岡大学遺伝子実験施設)



プラナリアは､ その再生能力で知られ､ １個体を複数断片に切断しても､ 各断片が個体へと再生できます｡

そのような驚異的な再生能力をプラナリアが持っているのはなぜでしょうか？それは､ 再生能力が､ 自分の

仲間を増やすために必要だからです｡ 自然界において､ プラナリアはある大きさになると､ 体の中央部で頭

側と尾側とに２分裂し､ その後､ 再生することで個体数を増やします｡ このように遺伝子の混合なしで個体

を増やすことを無性生殖と呼びます｡ 無性生殖は､ 素早く個体を増せるという長所を持つ一方､ 遺伝的多様

性を生み出しにくいという短所も持っていると考えられます｡ 無性生殖を行うプラナリアは卵巣や精巣といっ

た生殖器官を持っていませんが､ 同じ種内に持つものもいて､ それらは､ 受精を通して有性生殖を行います｡

有性生殖は､ 個体を増やすスピードは遅いですが､ 遺伝的多様性を生み出しやすいという長所を持っている

と考えられます｡ プラナリアは無性生殖と有性生殖を季節や世代によって転

換させており､ それにより巧みに繁栄してきたと考えられます｡ 生殖様式の

転換は､ 多くの動物で観察されていますが､ 転換の仕組みはほとんど分かっ

ていません｡ その仕組みを理解するため､ 私たちは､ 無性生殖を行うプラナ

リアを有性生殖を行うプラナリアへと人為的に転換する系

(有性化系) を用いて研究を行っています｡ 今回は､ プラナ

リアの再生および有性化現象に触れることを通して､ みなさ

んに２つの生殖様式およびその転換について知って頂こうと

考えています｡

左右非対称な立体には､ たがいに左右が逆の実像型と鏡像型が物理的にありえます｡ 動物の内臓は､ 左右

対称にはなっていません｡ その内臓の左右が反転した変異体は､ 野生の動物にたまに見つかります｡ ところ

が､ 内臓の左右が反転した種 (しゅ) は､ 巻貝以外の動物にはまったく見つかりません｡ 左右反対に発生す

る動物は進化しないのが基本なのです｡ この動物界の反鏡像ルールに反する例外が､ 身近なカタツムリによ

く見つかります｡ なんと右巻と左巻のカタツムリは､ 心臓も肝臓も消化管も､ たがいに左右反転した鏡像体

なのです｡ 鏡像進化とは､ このように左右逆の種が進化することです｡ カタツムリだけではなく､ 海や淡水

に棲む巻貝でも､ 左右反対の種が進化しました｡ なぜほかの動物では左右逆の種が進化しないのでしょうか｡

この難問に答える研究を進めるには､ 突然変異でまれに現れる左右変異体が必要です｡ カタツムリの場合､

殻の巻き方向も逆になるので､ 根気強く探すとまれに見つかります｡ でも普通は､ 右巻の種では右巻ばかり､

左巻の種では左巻ばかり｡ よほど注意して探さないかぎり､ 右巻の種なのに左巻の変異体､ あるいは左巻の

種なのに右巻の変異体は､ なかなか見つかりません｡ もしも身近なカタツムリに逆巻の変異体を見つけたら､

それは世界に貴重な研究資源―金の鉱脈の大発見です｡ あなたもチャレンジしてみませんか？
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プラナリアを用いて生殖戦略を考える3

前澤 孝信・小林 一也・北村 誠・藤貫 直子・小野 瑞季・松本 緑 (慶應大・理工)

浅見 崇比呂 (信州大学理学部生物科学科)

巻貝だけの鏡像進化

有性化プラナリ
アの産卵

図１. オナジマイマイ
の野生型 (右巻､ 写真
右側) と左巻変異

図２. 同一種の右巻と左巻が共
存する樹上性カタツムリ (タク
ミマレイマイマイ) の右巻 (写
真左) と左巻 (タイ東部)
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ヨーロッパの研究者がロケットでクマムシを打ち上げて､ そのクマムシが地球軌道上で宇宙空間に曝され

た後でも生き残った､ というニュースが昨年の９月にありました｡ クマムシはものすごくタフな動物だと印

象づけられたことでしょう｡ では､ このクマムシとは､ いったいどんな生き物なのでしょうか｡

クマムシは緩歩動物門に含まれる小さな動物で､ 現在までに世界中から約

1000種類が見つかっています｡ そのうち､ 陸上のコケの中などに棲む種類が

たくさん知られています｡ コケはすぐに乾燥してしまいますから､ その中に

棲む動物は乾燥に対処しなければ生きていけません｡ このようなクマムシは､

環境が乾燥してくると､ みずから積極的に乾いて､ 無代謝の状態になってし

まいます｡ 無代謝というのは､ ｢死んだ状態｣ とほとんど同じなのですが､

ところがこのクマムシは､ 水をかければよみがえって再び歩き始めるのです｡

おまけに､ 乾いた状態では､ 100℃以上の高温や､ 絶対零度という低温､ 高

圧､ 電磁波､ 真空……､ いろいろな極限状態にも耐えることが知られていま

す｡ 宇宙クマムシも､ それを調べる実験のために打ち上げられたのです｡

一方､ 海の砂の間にも､ さまざまなクマムシがいます｡ こちらは乾燥に耐

える能力は持っていませんが､ 形の多様性が大きく､ とても魅力的です｡ ク

マムシの仲間は海の底で誕生してから､ さまざまに進化して､ そのうちの一

部が､ 陸上のコケの中にまで棲めるように適応していったのです｡ 地球には､

実にさまざまなクマムシが暮らしているのです｡

ミヤマシジミ Plebejus argyrognomonはシジミチョウ科の一種で､ ♂の翅表は青紫色に美しく輝くが､

♀は地味な暗褐色である｡

中部ヨーロッパから中央アジアを経て東シベリアにかけて広く分布し､ 東アジアでは朝鮮半島を経て日本

に及んでいる｡

日本では本州中部のみに限られ､ 分布は局部的で近年の環境変化により各地で生息地の絶滅が進んでいる｡

環境省では絶滅危惧Ⅱ類､ 静岡県では準絶滅危惧種に指定されている｡

静岡県では天竜川､ 大井川､ 安倍川､ 興津川など河川流域の河原や堤防

などに生息し､ さらに富士山麓の火山礫地帯にも生息しているところがある｡

静岡県でも近年この蝶が減少し､ たとえば安倍川流域ではかつて46個所

に生息していたのに､ 今日ではその本流沿いのわずか４個所に生存してい

るにすぎない｡

そのおもな原因は､ 近年の記録破りの集中豪雨による河原の流失､ 砂利

採取による生息地の破壊､ コンクリート・ブロックによる堤防建設､ 堤防

の草刈り放棄による雑草の繁り過ぎ､ さらに同時に一斉に行われる除草の

機械化などによるものである｡

日本産ミヤマシジミの幼虫はマメ科の小低木コマツマギの葉または花を

食べて育ち､ 背部の蜜腺から出る蜜にクロヤマアリが集まる｡ アリは幼虫

に集まる天敵から幼虫を守る｡
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いろいろなクマムシを見てみよう5

鈴木 忠 (慶應義塾大学生物学教室)

高橋 真弓 (日本鱗翅目学会､ NPO法人自然史博物館ネットワーク理事)

河原に生きる蝶 － ミヤマシジミ6

[写真説明] 上♂､ 下♀



豊かな里山の自然に親しんでいた時代､ トンボ採りは子供の文化でした｡ 相手となっていたギンヤンマは

大きさ､ 色､ 形､ 敏捷さ､ 生態のいずれにおいてもあこがれのトンボであり､ 子供にとっては簡単には捕ま

えられない､ 相手にとって不足のない魅力的な獲物でもあったのです｡ 日本はトンボの多いことでは世界で

も有数の国なのですが､ 一方ではトンボが好きな人が非常に多い国でもあります｡ しかし､ もしギンヤンマ

がいなかったら､ これほどまでトンボが好きな人は多くなかったのではないでしょうか｡

静岡県内ではギンヤンマ属が３種記録されています｡ ギンヤンマ (Anax parthenope julius) は日本産ヤ

ンマ科の代表ともいえる普通種ですから､ 成虫だけでなく幼虫も見かける機会が多いトンボです｡ 越冬した

幼虫から羽化した個体だけでなく､ 季節風や台風などに乗って遠方から (時には海を越えて) 飛来するため

夏の終わりから秋にかけて数が増えます｡ クロスジギンヤンマ (Anax nigrofasciatus nigrofasciatus) は

その名の通り､ 黒い筋が胸の側面に走って

います｡ しかし♂の腹部は､ 黒地に青い斑

点をちりばめていて､ ほとんど茶色だけの

ギンヤンマよりはるかに美しいトンボです｡

オオギンヤンマ (Anax guttatus) は熱帯

系の大型のヤンマで､ 寒さに弱いため越冬

ができませんが､ 成虫の飛翔力は抜群で移

動性が強く､ 陸地から1000㎞離れた海上を

飛んでいたという記録もあります｡

ウミシダは､ 名前の通りシダ植物によく似ていますが､ 海に生きる動物です｡ ウニ､ ヒトデ､ ナマコ､ ク

モヒトデと同じ棘皮動物に属しています｡ 通常はあまり活発に動かないのですが､ 発達した神経と筋肉を持

ち､ 腕を使って海中のプランクトンや有機物の破片をとらえて食べています｡ 再生能力が高く､ 身体の一部

を失っても､ 数週間で元通りに再生します｡ また､ 成長の過程では､ 古い腕を捨てて､ そこから新しい腕を

２本再生することを繰り返し､ 腕の数を増やします｡ 今回は､ ニッポンウミシダというウミシダの生体と､

樹脂包埋標本を展示します｡ 生きているウミシダの姿とともに､ 標本を観察してウミシダの特徴を確認して

みて下さい｡

カイメンは､ 最も祖先的な多細胞動物と言われており､ 潮間帯から深海底､ 淡水域とおよそあらゆる水域

に生息しています｡ 底生性､ 固着性､ 濾過食性の動物で､ 一層の襟細胞で囲まれた襟細胞室をもつことで特

徴付けられます｡ この襟細胞が連動した鞭毛運動によって水流を引き起こし､ 体表から水を吸い込んで有機

物をこし取ることで栄養にしています｡ また､ 全ての細胞に分化できる原始細胞をもつことや､ ガラス質も

しくは石灰質の骨片やコラーゲンの繊維をもつことなどでも

特徴付けられます｡ 磯で見かける多くのカイメンは､ 一見､

コケのような塊に見える種が多いですが､ 実際は非常に多様

な分類群です｡ 今回は､ タマカイメン属の１種を展示します｡

タマカイメンは､ 一般的な海綿動物とは異なり､ 球状で個体

性がはっきりしています｡ 夏季には､ 体表から無数の突起を

伸ばし､ その先に芽球を作って盛んに無性生殖を行ないます｡
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海も渡るトンボ､ ギンヤンマの観察7

福井 順治 (桶ヶ谷沼を考える会)

柴田 朋子・伊勢 優史・赤坂 甲治 (東京大・三崎臨海実験所)

ニッポンウミシダとタマカイメン8

＜クロスジギンヤンマの♂＞＜連結産卵するギンヤンマの♂と♀＞

ニッポンウミシダタマカイメン



海のハリネズミ (sea urchin) とは､ ウニの仲間のことです｡ 私たちは､ お寿司の上にのってくるウニは

よく知っていますが､ あれはウニのからだの中にある生殖巣 (卵巣や精巣) です｡ 海の中で生活しているウ

ニは写真のように全身が針におおわれていて､ まさにハリネズミが外敵にやられないように丸くなった形と

よく似ています｡

このウニの仲間では､ 成熟した卵や精子が簡単に採取でき､ 人工受精させやすいので､ 受精や受精後の細

胞分裂､ そして､ 幼生になるまでのからだの形作りなどのしくみについて､ 古くからさかんに研究されてき

ました｡ 特に海に囲まれた日本では､ 手に入れやすいこともあり､ 多くの動物学者がウニを用いて研究し､

世界の細胞学や発生学をリードしてきました｡ 近年は全ゲノムの解読も済み､ 分子生物学的データーも蓄積

してきて､ モデル生物としての重要性

がますます高くなってきています｡

このようなウニの仲間は静岡県の海

岸の磯や海底にも多くすんでいます｡

この動物学ひろばでは､ 伊豆の下田周

辺で採集されるウニの仲間たちを皆さ

んに紹介します｡

能登半島の先端近くに九十九湾 (つくもわん) がある｡ この湾のほぼ最深部25ｍに､ 口も消化管も無い､

マシコヒゲムシ (Oligobrachia mashikoi) というゴカイが生息する｡ ヒゲムシの仲間は世界の深海や冷水

域に広く生息するが､ 暖流に棲息するのは､ 本種のみである｡ ヒゲムシは自分で合成したキチンとタンパク

質でできた棲管に入っている｡ 体は細く､ 体幅0.7㎜､ 体長は同一個体において十数㎝から40㎝まで収縮性・

伸張性に富む｡ 口は退化してないが､ 消化管のうちヒトで言えば大腸に当たる部分は退化の過程で､ 栄養体

と呼ばれる器官に変化している｡ 栄養体は２層構造をしており､ 内側に化学合成細菌を棲まわせる細胞 (バ

クテリオサイト) が配置し､ 外側を栄養貯蔵細胞が取り囲んでいる｡ 生息場所の泥には極めて低濃度である

が､ 硫化水素が含まれる｡ この細菌は､ バクテリオサ

イトの中で硫化水素分子の中のイオウを酸化してエネ

ルギーを得て､ それを用いて炭水化物を合成し､ これ

を栄養貯蔵細胞に渡す｡ 栄養貯蔵細胞はこの炭水化物

を大量の脂肪に換えて貯蔵する｡ したがって､ ヒゲム

シは明らかに高脂血症を示すが､ その脂肪には､ 低温

でも高い圧力が掛かっても固まらないという特徴があ

り､ 決して“メタボ”にならないし､ 血管障害も起こ

さない｡ このことは本種の先祖が冷たく高圧の深海に

棲んでいたヒゲムシであることを示唆している｡
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海のハリネズミって何かわかりますか？9

谷口 俊介・土屋 泰孝・柴 小菊・齊藤 康典・稲葉 一男 (筑波大学下田臨海実験センター)

笹山 雄一・福森 義宏 (金沢大学) ・松野 � (島根大学)ヒゲムシは口も消化管もないのに､ どうやって生きているか？10

マシコヒゲムシ ヒゲムシのヒゲ



ホヤの仲間はすべて海産で､ 海中の岩､ 転石､ 海藻などの表面で固着生活をしており､ からだは入水孔と

出水孔と呼ばれる二つの穴があいた袋状の形をした動物です (写真参照)｡ 日本では千年以上も前にホヤを

食用にしていたという記録が残っています｡ 現在では東北地方の三陸海岸や陸奥湾で食用にマボヤ (写真左)

という種類が養殖されています｡ マボヤは､ 魚屋さんの店頭ではホヤ貝と呼ばれて貝の仲間にされています

が､ 決して貝の仲間 (軟体動物) ではありません｡ こんな変な形をしていますが､ なんと､ 私たちヒトと同

じく脊索動物と呼ばれる動物の仲間なのです｡ つまり､ 貝よりもヒトにずっと近縁な動物ということです｡

そして､ このホヤ類には､ さらに変なものがいます｡ 成長するのに個虫自身のサイズを増すのではなく､

無性生殖をして自分の複製 (クローン) をたくさんつくって個虫の数を増やし､ シート状やこぶ状のかたま

りになって生きている群体性のホヤです｡ また､

個虫のからだを２つに切れば２匹に３つに切れば

３匹になる､ まるでプラナリアのように再生能力

が非常に高いホヤもいます｡ こんな多様な種類が

あるホヤ類の中で､ 全ゲノムの解読が済み､ モデ

ル生物として注目をされているのがカタユウレイ

ボヤ (写真右) です｡

この動物学ひろばでは､ カタユウレイボヤをは

じめ伊豆下田周辺で採集されるいくつかのホヤを

紹介したいと思います｡

ナメクジウオは､ ナメクジでもなく､ 魚 (ウオ) でもありません｡ 水深数十ｍの浅い海の海底に生きてい

る体長４㎝ほどの半透明な細長い動物です｡ 海底の砂にもぐって暮らし､ 目・耳・鼻はありませんが､ 光や

臭いを感じる細胞をたくさんもち､ とても敏感です｡ 脳はありませんが､ 神経索とよぶ神経が集まる器官を

もっています｡ 餌は水と一緒に吸い込むプランクトンを食べて

います｡ 世界には30種類ほどがいますが､ 日本は４種類です｡

そのうちのナメクジウオ (ヒガシナメクジウオ) Branchiostoma

belcheriが一番よく見られる種類です｡ 本州西部の太平洋沿岸､

瀬戸内海､ 九州沿岸､ 沖縄諸島に生息しています｡ 遠州灘､ 瀬

戸内海､ 天草では多数のナメクジウオを採集することができま

す｡ 産卵は１年に１回だけ夏にあり､ 雄と雌の区別があります｡

幼生は浮遊していますが､ １カ月ほどで親の形になって海底に

おり､ ３年くらい生きます｡ ナメクジウオの特徴は､ 背骨がなく脊索と

いう棒のような器官を背中側にもっていることです｡ これは､ 私たちの

祖先の特徴です｡ 私たちも発生の初期に脊索をもっていますが､ すぐに

消失して背骨ができます｡ このようにナメクジウオとヒトは脊索をもつ

共通の祖先から進化してきた動物と考えられ､ 体の仕組みにたくさんの

共通点をもっています｡ そこで､ ナメクジウオからヒトの体の仕組みを

理解しようとする研究が進められています｡
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ホヤという動物を知っていますか？11

齊藤 康典・柴 小菊・土屋 泰孝・谷口 俊介・稲葉 一男 (筑波大学下田臨海実験センター)

窪川 かおる (東京大学海洋研究所)

ナメクジウオとヒトは同じ祖先をもつ12



｢生きている化石｣ と呼ばれる肺魚 (Lungfish) は､ 約４億年前のデボン紀に登場した古代魚です｡ その
名前から分かるように､ 我々､ 陸上に生活する四肢動物 (両生類～哺乳類) と同様に肺呼吸ができ､ また最
新の分子系統解析からも我々の祖先に最も近い魚類の仲間であることがわかっています｡ 本展示では､ 肺魚
と四肢動物をむすぶさまざまな特徴に加えて､ 肺魚が示すユニークな環境への適応行動についても紹介しま
す｡ 肺魚が語る生物進化の歴史にふれてみて下さい｡
■ 肺魚は､ 肉鰭類肺魚亜綱 (Dipnoi) に属し､ ３属６種類の肺魚がオーストラリア (１種)､ 南米 (１種)､
アフリカ (４種) に現存しています｡

■ 肺魚の体のつくりは､ 多くの点で四肢動物に類似した特徴をもっています｡ 例えば､ よく発達した肺をも
つことや､ 魚類では嗅覚器官として働く外鼻孔 (外部に開口する) をもちますが､ 肺魚は呼吸器官として
口腔に開口する内鼻孔を有しています｡ また､ 心臓や腎臓の構造も両生類のそれらとかなり似ています｡

■ 肺魚類の多くは､“夏眠”と呼ばれる乾燥に対する適応行動をとることが知られており (写真)､ 水の無
い土の中で何ヶ月も生きることができます｡ 最近の我々の研究で､ 夏眠した肺魚は､ 陸上動物と同様の
“体に水を保つしくみ”を働かせていることがわかってきました｡ この“しくみ”は魚類には備わって
おらず､ 肺魚類で獲得された可能性が考えられています｡

ゼブラフィッシュは脊椎動物の発生機構を研究するモデル動物として近年､ 脚光を浴びているインド原産

の熱帯魚である｡ 名前のとおり縦シマがシマウマを連想させる｡ 熱帯魚店でも時々目にするサカナであり､

通常の実験用は熱帯魚店からも購入されている｡ 大きさはメダカとほぼ同じであり､ 最近モデル動物として

よく登場するようになったこの２種は小型魚類と総称されている｡

遺伝子の働きを解明するために突然変異体が極めて有用な

実験材料になるが､ ゼブラフィッシュでも様々な変異体が分

離され系統化されている｡ 写真で示した roy はサカナの体

の銀色に光り輝く成分 (虹色素) が欠失した変異体で､ 目が

全体に黒くなり､ お腹全体を覆っている銀色の層が無く､ 卵

巣をはじめとする内臓が透けて見える｡ 我々の研究室では卵

のみが緑色蛍光タンパク質 (GFP) で発光する遺伝子導入系

統を維持しており､ これを roy 系統､ さらに黒色色素の変

異体であるアルビノとの交配により生きたまま卵の発育状態

などを観察できる系統を樹立した｡ 今後､ この系統を用いて

環境ホルモンなどの影響を生涯にわたってモニターしたり､

性転換の実験において生殖巣の変化を計時的に追跡する実験

などへの利用を計画している｡
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生きている化石 ｢肺魚｣ が語る脊椎動物の進化～水中から陸上へ～13

今野 紀文 (富山大・院理工・生体制御)

徳元 俊伸 (静大・理・生物科学)

ゼブラフィッシュ－脊椎動物の発生モデルから環境モニター魚へ14

(写真：水中の肺魚�)と
３ヶ月夏眠した肺魚�)

roy

ゼブラフィッシュ (野生型)



日本では､ カエルは歌や俳句にも使われ､ 古くから身近な動物として親しまれています｡ その変わった風

貌もさることながら､ 興味深い生態をたくさんもっています｡

ヒトをはじめ､ 多くの動物は口から水を飲みます｡ しかし､ カエルは口から水を飲まず､ お腹の皮膚から

水を飲むことが知られています｡ カエルは水が欲しくなると､ 脳からアルギニンバソトシン (AVT) とい

うホルモンを分泌します｡ このAVTがお腹の皮膚に作用すると､ 水を吸えるようになります｡

この時､ カエルのお腹の皮膚には特別な､ アクアポリン (AQP) という水を通すタンパク質が働いてい

ます｡ カエルのお腹の皮膚にあるAQPは､ AVTが作用すると皮膚の表面にあらわれ､ 皮膚から水を吸収で

きるようにしています｡

私たちの研究室では､ AQPを中心にしてカエルの

水恒常性維持の仕組みを解明しようと試みています｡

現在､ 世界中には約6347種類のカエルが生息して

いますが､ 年々その数が減少していることが報告さ

れています｡ 昨年 (2008年) には､ ｢カエルの年｣

としてカエルの保護を呼びかけるなどの動きもあり

ました｡

私達の研究によって､ カエルの不思議な生態を解

明して､ 動物や自然を守るための活動に活かせれば

良いと考えています｡

私たちの研究室では､ 動物が何を感じ､ 何を考え､ どのように行動するかを研究しています｡

ジュウシマツ (写真１) は､ ヒナがエサを欲しがるときや敵が来たことを知らせるときに短く単純な ｢地

鳴き｣ を発し､ 縄張りを誇示するときやメスに求愛するときに長くて複雑な ｢さえずり｣ を発します｡ かれ

らは､ 発達した発声器官と聴覚系でこれらの鳴き声を状況に応じて鳴き分け・聞き

分け､ コミュニケーションに活用しているのでしょう｡ また最近､ 野生のカラスで

も鳴き声によるコミュニケーションの存在が明らかになってきました｡ 当研究室で

は､ ジュウシマツとカラスで音声コミュニケーションのしくみを探究しています｡

セキセイインコ (写真２) は､ 飼い主が根気よく教えれば短い単語だけでなく長

い文章まで正確に覚えて､ 人の口調をまねること (模倣発声) もできるという､ な

かなか器用な小鳥です｡ 当研究室では､ この模倣発声に関わる脳内メカニズムを解

明するため､ インコたちと日々格闘しているのです｡

ニワトリのヒヨコ (写真３) は､ ｢三歩歩くと忘れる鳥頭｣ などといわれますが､

実は賢い動物で､ 脳研究の有用な実験動物でもあるのです｡ 当研究室では､ ヒヨコ

の特徴を活かして､ 若年個体の脳がどのように行動を制御しているかを探っていま

す｡ また､ 内分泌撹乱化学物質 (いわゆる環境ホルモン) がヒヨコの脳と行動にど

のような影響をおよぼすかも調べています｡

この他にも､ 水中の小さな動きを感じるサンショウウオやお腹で塩味を感じるカ

エル､ 環境ホルモンで泳ぎ方が変わるゾウリムシなど､ さまざまな実験動物が行動

のしくみを調べるために役立ってくれます｡
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本当ですか？ カエルがお腹で水を吸うというのは！15

尾串 雄次・片山 いづみ・都築 亜純・柴田 侑毅 (静岡大・理・生物)

竹内 浩昭・秋田 さおり・高橋 啓輔・蓬生 絵理・桂川 真嗣・柴田 佳枝・村居 秀樹
(静岡大学理学部生物科学科神経行動学研究室)

研究室の動物たち16

写真１

写真２

写真３



マウスは哺乳類のモデル動物で､ 多くの疾患モデル系統に加え､ 目的遺伝子のみを失活させたノックアウ

トマウス系統が樹立されています｡

静岡大学においても生殖細胞起源のガンである分化多能性の奇形腫

を高率に発症する系統や､ その原因遺伝子の解明のため､ 高発系統と

他系統とを交配させた系統群が維持されてきました (図１；LT-

Ter/+系統)｡ これらの系統を用いて奇形腫の発症メカニズムが解明

されることが期待されています｡

肝臓の形態や働きに異常を来したマウスの変異体もいろいろ知られ

ています｡ 肝臓は､ 代謝､ 解毒､ そして胆汁や血漿タンパク質などの

合成・分泌などを行う ｢生体の化学工場｣ とも呼ばれる臓器で､ 私た

ちの生存に欠かせないものです｡ 肝臓では､ その働きの１つとして､

代謝の中で生じたアンモニアを無毒な尿素に変換する酵素回路が働き

ますが､ 図２の右のマウスはその尿素回路酵素の１つが欠損し､ 血中

のアンモニア濃度が非常に高くなってしまいます｡ そのため､ 皮膚や

毛の発生が異常になり､ さらに発育遅延､ 神経系の異常なども示しま

す｡ ヒトでも同様の遺伝病が知られ､ このマウスはヒト疾患モデル動

物としても広く使われています｡

実物を見るだけではわからない､ 映像だからこそ見えてくる生き物の姿を特集します｡ 研究者とプロの科

学映像クリエーターのコラボレーションによる色鮮やかなハイビジョン映像です｡

ひとつめはサンゴ (写真１)｡ サンゴ礁を造るサンゴはどんな動物でどんな一生を送るのか､ これを観れ

ばすっきりわかります｡ 卵割､ 発生､ 変態を顕微鏡撮影やコマ撮りなどを駆使して捉えた､ テレビでは見る

ことのできない貴重な映像で､ サンゴがこんなにキュートな動物だったことに感動する作品です｡

ふたつめはメダカ (写真２)｡ みなさんよくご存知の生き物ですが､ 偏光観察で筋肉が美しく動くのを生

きたまま見ることができます｡ また､ メダカの精子と卵が受精する瞬間と､ その後の発生の様子を､ 今見て

いるかのような美しい映像でダイナミックに映し出しました｡ 遺伝子組換えによって､ オワンクラゲの

GFPで血球ひとつひとつが光るメダカの幻想的な映像も必見です｡

みっつめはホヤ (写真３)｡ 透明感あふれる卵が次々に分裂し､ オタマジャクシ型の体ができていく躍動

を早回しで追いかけます｡ 細胞の内部構造まで鮮明に見えます｡

よく見知ったつもりの､ 当たり前の現象を､ 生真面目にしっかりした映像に記録して後からじっくり眺め

ることによって､ これまで全然気がつかなかった､ 生き物たちの営みの新たな一面を観ることができるよう

になりました｡ これらの美しい映

像から､ 生物学の新たな研究が始

まりつつあります｡
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変わりものマウス ～奇形腫高発系および肝臓異常マウス～17

徳元 俊伸・野口 基子・小池 亨・塩尻 信義 (静岡大学理学部生物科学科)
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写真２ 写真３

服田 昌之 (お茶大・院・人間文化創成科学)・松島 夏苗 (お茶大・院・人間文化創成科学)
尾田 正二 (東京大学・院・新領域)・広橋 教貴 (お茶大・院・人間文化創成科学)
藤原 英史 (㈱ドキュメンタリーチャンネル)

図１

図２

写真１



We observed the process in which green sea urchins develop. Through this observation, we deep-

ened the understanding on life beings. Urchins are ideal for observation of development. It is even on

our biology textbooks. However, we do not really have a chance to actually observe it. We were lucky

enough to get some green sea urchins, fertilize its egg and grow zygotes to eight legs period. Just

looking at textbook, it looks very easy however it was much harder than what we thought it would

be. We faced many difficulties and encountered unexpected problems, such as deformity. However, it

was really interesting and we gained knowledge about urchin development by our heart. We were able

to observe movements of urchins and we would have never known that from pictures. We kept record

of development by photo as well as videos so that movements of urchin’s mouth, stomach and the

urchin itself could be presented to others.

At the end of the May, we found frog’s spawn on a rock in our school’s pond. It was deposited

on top of the rock in the middle of the pond. We were very interested in this, because it was a spawn

of Rhacophorus arboreus, commonly known as Forest Green Tree Frog. In our country, this animal

is a natural treasure. We were lucky to get them. They are very special in our area. There are endan-

gered because, people cut trees where they inhabit. Therefore, we decided to observe the development

of Forest Green Tree Frog. Firstly, we waited until the spawn to hatch into tadpoles and fall off

slowly into the water. We caught tadpoles falling to the water and put it in an aquarium with some

water from the pond. We observed their development until they became frogs. We released the frogs

to the pond in the beginning of August.

20

高校生によるポスター発表

バフンウニの発生の観察
Observation of Development of Hemicentrotus pulcherrimus (green sea urchin)

加藤学園暁秀中学校 科学部生物班

金子 凛太郎・松原 慶和・高野 里奈・水沢 雅子・角田 真帆 (顧問：久保田 真)

1

｢｢高高校校生生にによよるるポポススタターー発発表表｣｣ 要要旨旨

加藤学園暁秀中学校 科学部生物班

高野 里奈・水澤 雅子・金子 凛太郎・松原 慶和・角田 真帆 (顧問：久保田 真)

モリアオガエルの成長の観察
Observation of the development of Rhacophorus arboreus

2



シロアリは基本的に生殖階級と非生殖階級に分けられ､ 前者は生殖虫 (女王. 王) と副生殖虫 (副女王.

副王)､ 後者は働きアリ (worker) と兵アリ (soldier) からなる社会性昆虫である｡

世界の熱帯地域を中心に約2900種が知られ､ そのうちの約80種が害を及ぼす｡ 日本には４科13属約25種の

シロアリが生息しているが､ 形態や生活様式がアリに類似し､ 系統的にはゴキブリに近縁である｡

私達は日本に生息しているシロアリの多くが､ ヤマトシロアリとイエシロアリの２種である事を確認し､

その２種について私達の高校がある熊本県八代市にスポットを当て､ 生態を調べ､ 研究することにした｡ 興

味深い結果がでたので報告してみたい｡

新潟産の野生メダカの体表の色素細胞の変異体 Cin (color interfere in niigata) についてはすでに報告

した (石川､ 藤巻2008)｡ すでによく研究されている Ci 変異体 (Fukamachi et.al. 2004) と同じソマトラ

クチンコード領域の変異ではあるが､ ５塩基欠損であることが Ci と異なっていた｡ その研究の中で､ ３種

類の色素細胞の細胞間伝達物質についての反応性をしらべた｡ そのとき､ 同じ種類の色素細胞でも反応性に

変異があることが観察された｡

本研究では､ 野生メダカの野生型と Cin変異体の色素細胞の反応性の変異についてしらべたことを報告す

る｡ また､ その変異に遺伝性があるかについて交配実験をして調べようと試みたことも報告する｡

色素細胞は神経冠から由来する細胞であり､ その分化過程の中で､ 色素細胞の分化は体表による保護色の

形成や他個体に対する情報伝達という観点からも興味深く､ 発生過程での色素細胞の伝達物質等についての

反応性についても予備的な実験を行ったので今回補足的に報告をする｡
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シロアリ (Termitidae) の生態に関する研究

秀岳館高等学校 生物研究部

里 竜馬・冨田 泰裕 (顧問：服部 昌明)

3

メダカの色素細胞の研究

新潟県立新津高等学校 生物部

石川 達矢・藤巻 渓 (顧問：田村 一利)
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｢昔語りにある鈴鹿川の姿を復活させるための原動力｣ になりたいという思いから､ 鈴鹿川の全域調査と

地域への発表展示等による啓発活動を開始して６年目となった｡ 私たちは３種類の調査を継続しており､ 今

回は調査ⅡとⅢの結果を報告する｡

調査Ⅱ 鈴鹿川水系14地点の水生生物および魚類調査：指標生物をもとに各地点の水質を評価したところ､

６年連続で鈴鹿川の水質は悪化した｡ 魚類は2008年度の調査により３種が新たに採集され､ ６年間で９目17

科39種が記録された｡

調査Ⅲ 国指定天然記念物ネコギギのモニタリング

鈴鹿川水系でのネコギギの確認例は､ 年間１～３個体と非常に少なかった｡ ネコギギの産卵床を発見するこ

とを目的とし､ 目視センサスによる潜水確認と捕獲を目的とした夜間潜水調査を４夜連続で実施したところ､

新しいネコギギの個体群を発見した (19個体を捕獲､ 成魚17個体と巣の周囲で当歳魚20個体以上を目視)｡

個体群の体サイズ分布をみたところ､ 近年､ 特に個体数が大きく変動した形跡はみられなかった｡ 発表では､

研究の背景､ 考察､ そして今度の展望について詳細に報告する｡

エビノコバン (Tachaea Chinensis THIELEMANN) は､ 淡水のエビ (スジエビ､ ヌマエビ等) に寄生す

る寄生虫である｡ 詳しい生態はわかっていない｡

昨年､ SSH 研究クラブ生物では､ 電子顕微鏡観察を通して､ エビノコバンの生態に関する研究を行い､

感覚器の形態や､ ダンゴムシと同じような脱皮をすることなどが分かったが､ その生殖・産卵などの観察は

できなかった｡ また､ エビノコバンがエビに付着する仕組みも分からなかった｡

したがって､ 本年は､ エビノコバンの吸血行動の仕組みを調べるとともに､ ６月下旬､ エビノコバンの卵

を発見することができたのでこれを報告する｡
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発掘！鈴鹿川水系の財産―鈴鹿川水系の環境調査Ⅵ－

鈴鹿高等学校 自然科学部

安田 大輔・藤田 功介・山中 裕史・井分 達郎・堀口 駿一・渡邉 瞭太・神水 優・

神水 嵩輔・上山 健・後藤 史明・伊藤 大樹・角谷 知紘・柴田 修平・竹内 翔治

(顧問：西飯 信一郎・大久保 宏美)

5

スジエビの寄生虫､ エビノコバンに関する研究Ⅱ

福井県立藤島高等学校 SSH研究クラブ生物

仲地 唯佳・清水 俊樹・野上 七海・福島 菜摘・高木 里菜・玉谷 美幸・金本 啓一郎・

荒木 友治 (顧問：牧田 誠史)
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私達はこれまで骨格標本の製作に興味を持ち､ 様々な小動物の標本を作った｡ その骨を眺めていると頭骨

にたくさん空いている穴に魅力を感じ､ 調べることにした｡ なかでも側頭骨の茎状突起と乳様突起間に位置

する孔は茎乳突孔と呼ばれ､ この孔は表情筋につながる神経を通していることに興味を持った｡ そこで茎乳

突孔の大きさと表情の豊かさに何らかの関係があると考え研究対象とした｡

まず､ 京都市動物園所蔵の霊長類全種の骨格標本についての茎乳突孔を測定した｡ その中で､ 京都市動物

園で飼育されている霊長類四種 (ニシローランドゴリラ・マンドリル・アカゲザル・ワオキツネザル) を対

象として表情の観察を行った｡ 表情の観察指標としては一定時間内に顔の表情筋を動かす回数を観察し､ 神

経孔の大きさとの関係を考察した｡

カタツムリの位置と天気に関する研究を行い､ カタツムリの行動に､ 気圧､ 温度､ 湿度､ 外力が影響して

いることがわかった [1, 2, 3, 4, 5]｡ また､ カタツムリの明るいところと暗いところでの観察では､ 明るさ

の影響がないことがわかった [3]｡ そこで､ 暗所での行動に関心を持った｡ これまで､ カタツムリやナメク

ジの暗所での行動について､ 詳しい観察はされていない｡ そこで､ 暗所での長時間観察を行うため､ 赤外線

暗視モード付きビデオカメラ､ ノートブック PC､ 1TBのハードディスクによる観察システムを構築し､ カ

タツムリとナメクジの観察を行った｡ 今回の観察で､ 分かったことは下記の通りである｡

① カタツムリ､ ナメクジともに暗所では活発になり､ 目は明暗と行動のスイッチの働きをする｡

② ナメクジはカタツムリを追いかけ､ 追いつくと巻きつき､ 追跡・威嚇行動と思われる行動をする｡

③ 磁石の有無による逃避時間の違いから､ カタツムリの行動には磁場の影響がある｡

参考文献 [1] 大津拓紘：第76回大会 R01 (2005)､ [2] 大津拓紘, 大津将矢：第77回大会 P12 (2006)､

[3] 大津将矢, 大津拓紘：第78回大会 19 (2007)､ [4] 大津将矢, 大津拓紘：第79回大会 HP03

(2008)､ [5] 大津拓紘, 大津将矢：第79回大会HP04 (2008)
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霊長類の頭骨神経孔 (茎乳突孔) と表情の関係

京都府立洛北高等学校 サイエンス部

野口 亜津子・澁谷 真緒 (顧問：竹山 哲治)

7

カタツムリとナメクジの暗所・長時間行動の観察

神奈川県立西湘高等学校３年・桐蔭学園高等学校１年*

大津 拓紘・大津 将矢*
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カタツムリは満月の時は東に進み､ 新月の時は西に進むと言った行動をすると言伝えられている｡ これは

生物コンパスが磁場の変化に反応するためと思われる｡ 磁場の影響を受ける生物として､ 鳩､ 渡り鳥､ イル

カ､ 鮭､ 蛍などが知られている｡ そこで､ これまでのカタツムリの行動の観察の結果 [1, 2, 3, 4, 5] を基

に､ 磁場の影響を調べることにした｡ 観察には長時間録画可能なビデオカメラシステムを用いた｡ オナジマ

イマイを用いて､ 円筒の磁石 (カラス退治用) の有無と逃避時間の測定を行った｡

観察結果は下記の通りである｡

① 無磁場での50%逃避時間は12分､ 90%逃避時間２時間１分であった｡

② 弱い磁場では､ 短時間で逃避する｡ (90％逃避時間：15分)

③ 強い磁場では､ 逃避に時間がかかる｡ (90％逃避時間：５時間０分)

よって､ カタツムリの行動には磁界の影響を受けることが明らかになった｡

参考文献 [1] 大津拓紘：第76回大会 R01 (2005)､ [2] 大津拓紘, 大津将矢：第77回大会 P12 (2006)､

[3] 大津将矢, 大津拓紘：第78回大会 19 (2007)､ [4] 大津将矢, 大津拓紘：第79回大会 HP03

(2008)､ [5] 大津拓紘, 大津将矢：第79回大会HP04 (2008)

スカシカシパンは, 浅海の砂地に生息する大型のウニ類である. これまでの研究から, 本種個体群は成体

のみから構成され, 幼少個体が見つからないという不思議な状況が報告されていた. 長年の探索の結果, ３

年前から福井県において, 殻が脆弱で明らかに成長過程にある幼少個体を多数発見することができた. 私た

ちが採集した最小個体は, 殻径が６㎜であった. これまでに得られた様々なサイズの個体を観察することに

よって, スカシカシパンの“すかし孔 (体部の５つの穴)”のでき方やできる時期, さらにはできる順序な

どが明らかとなった.

また私たちは, 採集された幼少個体に標識を付けて追跡調査をおこなった. それらのデータより, 各サイ

ズにおける成長率を算出し, 本種が成体となるまでにどのくらいの年月を必要とするのかを検証した. さら

に, 平成４年から継続している標識調査の結果を加えて, スカシカシパンの寿命を推測する.
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高校生によるポスター発表

カタツムリの行動に及ぼす磁場の影響

桐蔭学園高等学校１年・神奈川県立西湘高等学校３年*

大津 将矢・大津 拓紘*

9

スカシカシパン幼少個体群における標識調査

福井県立鯖江高等学校 生物クラブ

山本 達郎・岡野 志保・金具 さつき・松田 知佳・内山 愛恵・井上 昂哉・清水 和也・

佐々木 有希・吉川 浩司・吉田 悠希 (顧問：橋本 輝己)

10



コメツブウニは, 浅海の砂中に生息するカシパンの仲間である. 殻径は10㎜以下で, 日本で最も小型のウ

ニの一種である. これまで本種については, 発生はもとより, 生殖期すら知られていなかった. 私たちは,

福井県において, このウニの生殖期を特定するとともに, その発生を観察した. 採卵, 採精には KCl 法を

用いた. 発生の特徴としては, 平均卵径が96μm と小さく, 透明卵, 沈性卵であること, 発生速度が速い

ことなどがあげられるが, 全体として特に著しい特徴はなく, ウニ類に典型的なタイプの発生であることが

わかった.

また, 生殖期は少なくとも６～９月の長期間にわたっている. 採集が簡単で, 輸送中の取り扱いや実験室

内における成体の維持も容易であることなどから, コメツブウニは発生実習用の材料として最適であるとい

える.

我々は本校の近くにある佐鳴湖についての研究を始めた｡ 佐鳴湖は COD (化学的酸素要求量) の値が高

く全国３位の湖沼である｡ 今現在､ 佐鳴湖の水質改善が求められている｡

そこで我々は ｢ヨーグルト｣､ ｢納豆｣､ ｢ドライイースト｣､ ｢砂糖｣ からなる ｢えひめ AI｣ を使用して水

質改善を図ろうと考えた｡ ｢えひめAI｣ とは､ 愛媛県で開発された環境浄化微生物と呼ばれるもので､ 家庭

の流しのぬめりの改善から水環境の浄化まであらゆる効果的な働きが注目されている｡ ｢えひめ AI｣ の開発

者である曽我部義明氏曰く､ ｢えひめAI｣ は水域に元来生息する微生物､ その中でもとくに原生動物 (※原

生生物の内､ 活発なものを指す) に働きかけることで始めて真価を発揮するようだ｡ 曽我部氏の表現をお借

りすると ｢えひめAI｣ とは ｢微生物の栄養ドリンク｣ なのである｡ ｢えひめAI｣ の成分が原生動物に取り込

まれることで原生動物が盛んに摂取､ 繁殖を行うことになり､ 水環境の食物連鎖が促進され水質浄化が進行

するということである｡

今年度ではこれまでの研究では出来なかった ｢えひめAI｣ の科学的解明と､ ｢えひめAI｣ の実用化に向け

ての研究をしていきたいと思う｡
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高校生によるポスター発表

コメツブウニ (Fibulariella acuta) の生殖期と発生

福井県立鯖江高等学校 生物クラブ

山本 達郎・岡野 志保・金具 さつき・松田 知佳・内山 愛恵・井上 昂哉・清水 和也・

佐々木 有希・吉川 浩司・吉田 悠希 (顧問：橋本 輝己)

11

｢えひめAI｣ を使用した原生動物の活性化

静岡県立浜松北高等学校 地学部谷下班 えひめAI 班

犬塚 友理花・岡部 修・内藤 瑞希・中村 俊成・村木 紀之 (顧問：辻野 兼範)

12



緑茶は血糖値に影響を与えると言われている｡ この研究では､ 緑茶投与の影響とその具体的な原因を理解

することを目的とした｡

ネズミの背中に緑茶を皮下注射したところ､ 血糖値は減少した｡ しかし､ その後の実験で緑茶の主要な成

分であるカフェイン､ カテキンを単独投与したところ､ 血糖値は上昇､ もしくは変化がなかった｡

この結果から､ 緑茶投与による血糖値の減少は単一成分によるものではないことがわかった｡ ただ､ カフェ

インとカテキンの組み合わせによるものである可能性はある｡

It is said that green tea has a good effect on blood sugar levels. This research was aimed at un-

derstanding the effect of administration of green tea and the cause of its effect. Hypodermic injec-

tions into the backs of mice were used in this experiment. Their blood sugar levels decreased by the

hypodermic injections of green tea, while in contrast, they increased or remained unchanged by the

separate hypodermic injections of the two major ingredients of green tea: caffeine and catechin. The

results indicated the possibility that the decrease of blood sugar levels by the injection of green tea

was not caused by a reaction to a single ingredient but rather by a mutual interaction of caffeine and

catechin.

孵化酵素の多くは､ タンパク質分解酵素の１種であるメタロプロテアーゼの仲間であり､ 亜鉛などの金属

を必要とする｡ これまでの研究でモリアオガエルの孵化酵素も金属を必要とすることが示されたので､ メタ

ロプロテアーゼの仲間である可能性が高いと考えた｡ そこで､ プロテアーゼ (タンパク質分解酵素) の阻害

剤を使用し､ 泡巣の溶解を阻害できるか調べ､ プロテアーゼの種類の特定を試みることにした｡

この実験中に､ 阻害剤のみで泡巣が溶解するという予想外の事が起きた｡ 実験ミスと考え追試を行ったが

結果は変わらなかった｡ また､ 泡巣を溶解できる阻害剤と泡巣を溶解しない阻害剤があることが分かった｡

このことは､ 泡巣の溶解はある程度､ 特異性のある反応であることを示している｡ 現在､ 泡巣の溶解の阻害

には成功していない｡ 孵化酵素と泡巣を溶かす酵素は､ 別物である可能性がでてきた｡

26

高校生によるポスター発表

マウスにおける茶と血糖値変化の関係
Relationship between green tea and blood sugar

静岡県立清水東高等学校 自然科学部生物班

杉田 あかね・木下 沙也佳・佐藤 友紀・井鍋 寛伸・加藤 夕利奈・水野 春花・望月 琴美・

横道 萌・田中 信太朗・大石 克哉・澤部 史一・平野 智也・新間 晴基・山崎 太嗣・

犬塚 佑希浩 (顧問：前林 千裕)

13

モリアオガエルの孵化について

山形県立上山明新館高等学校 科学部

佐藤 玲菜・鈴木 彩侑加・鈴木 悠里 (顧問：佐々木 隆行)

14



1999年, 神奈川県内で初めて外来種のタイワンシジミ (Corbicula fluminea) の生息を確認して以来, 神

奈川県を中心にシジミ類の分布調査を継続してきた. その結果, タイワンシジミの驚異的な分布拡大と, マ

シジミの絶滅を危惧すべき状況が明らかになった. さらに, ホタル保護活動をはじめとする自然保護活動に

よって, 外来種のタイワンシジミやコモチカワツボ (New Zealand mud snail, Potamopyrgus

antipodarum) が分布を拡大している事例も複数確認された. 2005年から本格的に開始したシジミに関する

分布情報の収集によって, 2008年９月までに北海道を除く全ての県で信頼しうる外来種シジミの分布情報を

得た.

あらためて神奈川県内の外来の貝類について, 県内主要河川を８㎞のセグメントに区切り, その分布を再

検討し, 外来種の侵入, 定着の要因を分析したい.

１. はじめに

小学校三年生の夏休みに､ ダンゴムシの迷路実験を行った｡ その結果､ ダンゴムシは左右交互に角を曲

がることが分かり､ はじめに左右どちらに曲がるかは法則性がなかった｡

ハムスターでも､ 迷路を進む行動に法則性があるかどうか実験を行うこととした｡

２. 実験方法及び結果

(1) 迷路 ダンボールを用い､ 幅５㎝で､ 左右に分かれる道が連続し､ ゴールにたどり着く形の迷路を作

成した｡ 雌雄２組４匹のハムスターに迷路を進ませたところ､ 左右の分岐のどちらを進むかについては

まったく法則性がなかった｡

(2) 水迷路 まず水に慣れさせる訓練をおこなった｡ 直径40㎝の円形の水槽に５㎝の水を張り､ シャーレ

の陸地を作った｡ ハムスターを一匹ずつ陸地に置いたところ､ 水を怖がり積極的に泳ぐ事はなかった｡

その為水迷路を断念した｡

(3) 穴迷路 穴が六つある板を用意し､ その中の一つだけに下へ降りられるスロープを作った｡ ハムスター

を一匹ずつ板に乗せたところ､ そのうちの一匹はスロープのある穴を選ぶことができた｡ 穴迷路につい

て､ 実験を続け学習が成立する過程を研究したい｡

27

高校生によるポスター発表

高校生が出会った水辺の外来生物 Ⅱ

向上高等学校 生物部

富沢 拓人・山崎 愛柚香・石井 貴大・桂川 亮太・瀬戸 智基・糸井 健朔・笠原 一輝・

飯田 茜・遠藤 菜摘・鈴木 詩織・池田 悠紀・中島 美貴・松崎 海斗・緒方 大地・

廣池 香里・青木 景 (顧問：園原 哲司)

15

ハムスターの学習能力

静岡県立沼津西高等学校 自然科学部

秋山 仁彦 (顧問：樋口 ゆり子)

16



沼津西高校は駿河湾最奥部に位置し､ 海岸線には千本松原という松林が広がっている｡

この海岸でプランクトンの採集を６月から始めた｡ プランクトンネットを使い､ 海岸の決めた場所から､ プ

ランクトンネットを投げた｡ 海岸線に平行に５ｍ引いた所でプランクトンネットを引き上げ､ 溜まった海水

を回収した｡ 顕微鏡を使い､ 海水中にいるプランクトンを調べた｡

初めに採取した海水には､ 夜光虫をはじめ､ さまざまな種類のプランクトンを発見することができた｡ そ

の後も ｢ケンミジンコ｣ などの大型のプランクトンを発見したが､ ７月を境に､ 同じ場所で採集した海水か

ら植物プランクトンを発見できなかった｡ 水温の上昇によるものなのか､ 今後の変化にも期待しつつ研究を

継続していきたい｡

学校林の土から放線菌を単離し､ 酵母菌サッカロマイセスに対する抗菌作用を調べた｡ 腐植酸培地で培養

し単離した放線菌10種類のうち１種類に抗菌作用がみられた｡ 抗菌作用は菌体自身のものであり､ ベネット

液体培養３日目からあわられ11日目が最も強く15日目 (死滅期) 以降はみられなかった｡ このことから抗菌

作用には有効期間があり､ 死滅期前が最も抗生物質を産出すると考えられる｡ 菌体の塩基配列 (16s rRNA)

には放線菌の Streptomycetaceae 科 Streptomyces 属または Kitasatospora 属と97%の相同性がみられた｡

Streptomycetaceae 科の放線菌の産出する抗生物質 (Streptomycin) は抗真菌 (酵母菌) 作用をもたない

とされているが､ 抗真菌作用をもつもののあることが明らかとなった｡

28

高校生によるポスター発表

千本海岸のプランクトン

静岡県立沼津西高等学校 自然科学部

島村 隼平 (顧問：樋口 ゆり子)

17

沼津東高の土から採取した酵母菌に抗菌作用をもつ放線菌

静岡県立沼津東高等学校 理数科 (２･３年)

佐藤 哲郎・土屋 拓也・佐々木 勇歩・レイエス マサトシ・黒井 春香・植松 愛奈・

篠原 萌・永山 智弓 (顧問：渡邉 伸一)

18



野生の酵母は, 花や果実に比較的多く生息しているといわれる｡ 花粉は虫によって運ばれ, その植物の繁

殖が助けられている｡ また花の蜜は､ 酵母 (花酵母) の増殖にも役立っている｡ 花酵母は, 虫の体に付着し

て別の花に運ばれ, そこで新たに増殖する｡ そのため, 同じ種類の花酵母が様々な種類の花に生息すると想

定され､ 花酵母と花には生態学的に緊密な関係があると予想される｡ 本研究では､ 様々な花から野生酵母を

分離し､ その特徴を調べることから始めた｡ 野生や鑑賞用の花を分離源とし, その柱頭, やく, 花びらを綿

棒でこすり取る方法で採取した｡ 分離用培地はYPG, YPM, PDAの３種を用い, 25℃で数日～１週間培養

し､ 菌株が適当な大きさのコロニーを形成した時点で分離した｡ 分離菌株の顕微鏡観察を行い､ 形態学的に

酵母と思われるものを分離した｡ なお, 花酵母は同一の花から数種類分離される場合と, 全く分離されない

場合があった｡ 次いで, 染色体 DNAの電気泳動核型や18SrDNAの塩基配列を調べ､ 花酵母の同定を試み

た｡ またアルコール発酵試験も行った｡ これらの結果とその酵母が棲息していた花の種類・特徴をもとに,

花酵母と花との関係を考察した｡

自然環境の人為的変化やツボカビ病などの伝染病により､ 近年､ 世界的規模で両生類が激減している｡ そ

の保護に役立てるために､ 本校ではサンショウウオの飼育と繁殖に1989年から約20年間取り組んできた｡ オ

オイタサンショウウオについては1997年から飼育し､ 人工繁殖にも成功している｡ 水中で生活する幼生期は､

特に個体数が激減する時期で､ 効率的 (死亡率が低い) な飼育方法の確立が必要である｡ 今回､ 密度や餌の

与え方などの条件を変えて飼育し､ 個体数の変化や四肢欠損個体の出現率を調べた｡ その結果､ 餌量が少な

く密度が高いほど､ 共食いが起こって四肢欠損個体の出現率が高くなり､ 死亡率が上昇することがわかった｡

また､ これまでの幼生期の観察で､ 共食い個体 (共食いをして巨大化した個体) が出現することが観察され

ており､ これが個体数の激減に大きく影響していると考えられるので､ 幼生飼育時の行動を高感度カメラで

一ヶ月間継続して記録し､ 行動を分析した｡ その際､ 密度・餌を与える時間・明るさを変えて実験を行った｡

結果､ 共食い発生の時間はエサを与える時間に影響を受ける傾向があり､ 共食いが発生する日は全体として

行動回数が多いことが判明した｡
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高校生によるポスター発表

花酵母の採取・分離と花の種類との関係

清心女子高等学校 生命科学コース

竹居 セラ・清野 裕子 (顧問：秋山 繁治)

19

オオイタサンショウウオの幼生飼育において生存率に影響を与え
る要因を探る

清心女子高等学校 生命科学コース

三宅 舞・鈴木 美有紀・竹居 セラ・清野 裕子・堂面 結衣・高田 たまみ・谷川 もえ

(顧問：秋山 繁治)

20



平成14年度から実施されている小学校学習指導要領では生活科で ｢動物を飼い､ 関心を持ち生命に気づき､

生きものを大切にする｣ ことが､ 理科では ｢生物を愛護する態度､ 生命を尊重する態度を育てる｣ ことが､

さらに道徳では ｢生命を大切にし､ 自他の生命を尊重する｣ ことが明記されている｡ しかしながら､ 小学校

で動物を飼育した記憶を持っている高校生はほとんどいないのが現状で､ 所期の目的を達しているとは考え

られない｡ また､ 鳥インフルエンザや､ 経費不足､ 教員の飼育経験の不足などの事情により､ 小学校での動

物の飼育が難しい状況にある｡ そこで､ 2008年に､ 岡山県内の小学校対象に学校飼育動物の現状を分析する

ためにアンケートを実施した｡ 360校 (回収率82.6%) から回答をいただいた｡ 最も多く飼育されているの

はウサギであることが分かった｡ 飼育担当は教師が生徒をわずかに上回る結果となった｡ 休日の飼育担当者

は83.4%が教諭であり､ 飼育上で困ったこととして ｢長期休暇中の飼育管理｣ が最も多く挙げられた｡ 死後

の措置に関しては大半が ｢埋葬｣ であるが､ 中には ｢ゴミとして処理｣ などの回答も見られた｡

多くの生物は酸素呼吸によって二酸化炭素を放出するが､ 一方で植物が光合成によって二酸化炭素を吸収

することによって生態系のバランスが維持されている｡ 近年､ 化石燃料の消費を中心にした人間の活動によっ

て二酸化炭素排出量が年々増加し､ 伐採によって森林が急速に減少していることが､ 自然環境への影響が心

配されている｡ 森林の二酸化炭素吸収能力を再認識する目的で､ 2006年から鳥取大学フィールドサイエンス

センター教育研究林 ｢蒜山の森｣ で､ 2006年・2007年はヒノキの人工林､ 2008年は自然林を対象に､ 10ｍ×

10ｍ (1a) のプロットを選定し､ プロット内の直径が５㎝以上の樹木の樹種を判別し､ その①太さ､ ②高

さ､ ③樹齢を測定し､ その調査データをもとにして､ 人工林と自然林の二酸化炭素吸収量を推定した｡ その

結果､ 自然林の方が人工林に比べより高い二酸化炭素吸収能力を持っていることがわかった｡ 自然林は人工

林と比べて､ 樹種が多く､ 樹高の高低に大きく差があり､ その結果として効率よく光合成をおこなって二酸

化炭素を吸収していると考えられる｡
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高校生によるポスター発表

岡山県内小学校の飼育動物の現状分析

清心女子高等学校 生命科学コース

鈴木 美有紀 (顧問：秋山 繁治)

21

人工林と自然林ではどちらの二酸化炭素吸収能力が高いか

清心女子高等学校 生命科学コース

清野 裕子・竹居 セラ・鈴木 美有紀・三宅 舞 (顧問：秋山 繁治)
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私たちの高校では､ JST (科学技術振興機構) の実施するSPP (サイエンス・パートナーシップ・プロジェ

クト) 事業の支援を得て化石の専門家茨木雅子教授の指導のもと､ 有孔虫の研究を継続して実施している｡

静岡市にある有度丘陵最下層の､ 根古屋層から有孔虫化石を地層から取り出して解析している他､

JAMSTEC (海洋研究開発機構) の協力を得て駿河湾海底の泥から有孔虫を取り出して解析し､ それぞれの

環境を推定している｡ パネルでは私たちが実際に泥から取り出した有孔虫の写真と､ 解析結果を報告する｡

私たちの学校のある大槌町は､ ｢自然を愛し､ 自然を大切にするまち､ 自然と共生するまち｣ を構築する

ため環境基本計画を策定して熱心に取り組んでおり, 当町の湧水に生息する淡水型イトヨの生態を知るとと

もに, 当町特有の豊かな水資源に対する理解を深めることを目的として研究を行っている｡

これまでの研究としては高校の生物の教科書にも掲載されている求愛行動の様子の観察と, 産卵・ふ化ま

での過程を飼育環境下で観察し, 自然環境下での繁殖に必要な条件を調べた｡ 冷水を好む性質から冷却水を

循環させる装置を作成し, 水槽中を止水に近い状態にする工夫を行った｡ 今年は現在までのところ, 飼育下

での14回の産卵が見られるまで, 繁殖に適した条件を作ることができるようになった｡

一方では, 大槌町にイトヨが多く生息する理由としての河川の状況についての調査を行った｡ その結果と

して, 湧水が多くわき出していることと, 餌となる甲殻類などの生物が多くいることがわかった｡ また, 巣

作りに適した巣材や, 流域の状態なども生息に適したものであることがわかった｡
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高校生によるポスター発表

静岡市有度丘陵の有孔虫化石と駿河湾の有孔虫から推定する海底環境

静岡県立静岡中央高校

森 雅貴・川野 裕美・佐野 利恵・八木 寛之・青島 佑典・池田 尚・伊藤 柾譜・

岩崎 愛未・大石 夏生・長田 唯公美・小長井 ゆかり・齋藤 麗愛・杉本 裕貴・諏訪 奈菜・

諏訪 来夢・田中 貴大・中平 洋城・牧野 睦子・増田 北斗・八木 史織 (顧問：吉川 契子)

23

大槌産イトヨの研究

岩手県立大槌高等学校 自然科学研究会

佐々木 奈苗・藤原 成美・三浦 恵美子・関谷 瑞希・佐々木 諒子・山舘 あさ美・

角地 瑛恵・菅野 柚香・佐々木 友子・佐々木 晃弘・野田 尚樹・菊池 麻美・菊池 緑・

沢舘 玲奈・吉田 歩・小笠原 かおり・北湯口 佳織・平野 稚菜 (顧問：高橋 啓・菊池 純)
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甲状腺ホルモン撹乱化学物質の影響を調べる方法として､ メダカの幼魚の尾鰭を用いた５日試験法を開発

した｡ 孵化した幼魚を５日間薬品処理し､ 尾鰭の軟骨 (上尾骨､ 血管棘及び準下尾骨) をアルシアンブルー

で染色して調べた｡ 染色した３つの軟骨の長さを得点化し､ その得点を合計した総合得点を変態得点として､

薬品の影響を調べた｡

その結果､ ビスフェノール A 200 ppb は変態得点を有意に減少させ､ 一方チロキシン100 ppb では変態

得点を有意に増加させた｡ また､ ジラム2.0 ppb､ エストラジオール0.20 ppb､ テトラブロモビスフェノー

ルA 2.0 ppb､ テトラクロロビスフェノールA 2.0 ppbは､ 変態得点を有意に減少させた｡ これらの物質

はカエルなどを用いた試験方法でも甲状腺ホルモンの作用を抑制していることが知られている物質であり､

メダカでも同様な結果が得られた｡ したがって､ ５日幼魚試験法での軟骨の分化の抑制は､ チロキシンの作

用が抑制されることと強い関係があることを示唆するものである｡

この試験法の有効性を確かめるため､ 夏休みに抗体染色法 (東京大学武田研究室のご協力) を用いて､ 甲

状腺の影響を直接観察する予定である｡ その結果も報告したい｡
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高校生によるポスター発表

甲状腺ホルモン撹乱化学物質の影響を調べるメダカ幼魚５日試験法

埼玉県立松山高等学校 生物部

上田 卓哉・増田 裕貴・木村 浩紀・松葉 隆介・岡本 一央 (顧問：服部 明正・石川 好夫)
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