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【公開シンポジウム】

中国・四国地域に潜む多様な環境と生物

－  地球環境の縮図「JaSPaシステム」

世話人：小林 剛・山田佳裕（香川大学 農学部）

趣　旨：　中国・四国地域は大まかにさらに３つの地域に区分することができます。比較的冷涼で多雪な日本海

側，温暖で少雨の瀬戸内，そして比較的高温で多湿な太平洋側です。それぞれが異なる自然環境を持っており，

そこに生活する生物や私たちの暮らしにも違いをもたらしています。このこと自体はよく知られていますが，南

北の距離にしてわずか200~300km，緯度にしてわずか2~3°という範囲の中に，このように異なる気候区や生物相，
そして産業および文化圏が含まれている地域は，アジアだけでなく世界的にも珍しいということは，まだあまり

知られていないようです。

　中国・四国地域を取り囲んでいる日本海，瀬戸内海そして太平洋というタイプが大きく異なる３つの海は，こ

の地域全体を強く特徴づけるとともに，地域内の環境と生物の多様性に大きく貢献しています。また，この地域

の海や山は地域内の分断と相違をうながす一方で，大気や河川，我々を含む生物の活動によって，ある係わりや

繋がりが形成されています。私たちはこのように特徴的な中国・四国地域の生態系（システム）を，日本海（Japan

Sea）・瀬戸内海（Seto-Inland Sea）・太平洋（Pacific Ocean）の頭文字に基づいて，「JaSPaシステム（ジャスパ・

システム）」と名付けました。

　このシンポジウムでは，中国・四国地域の環境と生物をJaSPaシステムという考え方に基づいて，あらためて

見直してみたいと思います。今後の自然環境と生物の保全，新たな研究展開，そして教育・産業のさらなる発展

について，皆さまとご一緒に考える機会となれば幸いです。

S-01

中国・四国地域の環境や生物の特徴を「JaSPaシステム」として見直してみよう

　小林 剛（香川大学 農学部）

Kobayashi T : Alternative view on the ecosystems of Chugoku-Shikoku district as a 'JaSPa system'

　この講演では，上の趣旨に補足を加えながら，1）中国・四国地域の自然環境の特徴，2）それに基づいた植物
の構造や機能の特徴，3）その特徴に注目した植物の新たな研究アプローチの提案，などをお話ししたいと思いま

す。とくに，1）と2）ではこの地域内の地史・地形，大気・気象，植物の遺伝的変異そして人間活動の影響に注

目し，3）では植物に対する地球環境変動の影響を明らかにするための野外操作実験などに話題を拡げてみたいと

思います。最後に，生物や環境の研究とその成果を通して地域ごとの産業・生活の特徴をとらえなおしたり，今

後の研究だけでなく産業・生活の地域間のさらなる連携を目指す活動も含めて「JaSPaシステム」であるという考

え方をご紹介したいと思います。

コメント　鶴崎展巨（鳥取大学 地域学部）

JaSPaシステムに特色ある昆虫相が生じる理由とそれに基づいた今後の研究アプローチへの提言
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S-02

JaSPaシステムの利用：水質の多様性から生物を診る

　中野孝教（総合地球環境学研究所）

Nakano T: Diagnose geographical diversity of biota from water-quality

　どんな生物も水なくして生命活動を維持できないが，水の量や質は人間活動や周囲の自然環境によって大きく

変化する。したがって，水が変わればその影響はただちに生物に及ぶことになる。ところが，水と生物を構成す

る成分は互いに大きく異なっているので，両者の関係を物質的にとらえるのは意外に難しい。いっぽう物質を構

成する元素には，多くの場合，異なる質量をもつ安定同位体が存在する。安定同位体比は元素の指紋として利用

できるので，水循環や生態系の研究に盛んに利用されている。そのレパートリーは，近年の分析機器や技術の進

歩によって飛躍的に多くなっている。

生物多様性の研究にとって，生物の地理的分布はもっとも基本的な情報である。河川水や地下水の水質も地域に

よって大きく異なっている。この水質の地理的多様性をもたらしているのは，流域に降る雨や雪，地質および人

間活動である。西南日本は，降水量や地質の南北変化が日本の中でもっとも明瞭に見られる地域なので，その違

いは水質に反映されると考えられる。水質成分の中でも，ストロンチウムの多くは地質に，いっぽう鉛の多くは

大気に由来することが，それらの安定同位体比を用いた研究から明らかになってきた。

　大学共同利用機関法人である地球研では，各種の安定同位体機器を整備すると共に，各地の大学と連携しなが

ら水質地図作りを行っている。本講演ではとくに地質由来元素に注目し，安定同位体を用いて水と生物との関係

を検討した例を紹介する。JaSPaシステムは，水質を介して生物多様性のダイナミクスを研究する上で魅力的な地

域であり，本講演を機に，同地域の大学や関連機関の研究者と地球研が連携した研究を期待したい。

コメント　山田佳裕（香川大学 農学部）

水診断の有効性とJaSPaシステム

S-03

JaSPaシステムにおける３つの海（日本海・瀬戸内海・太平洋）の違いとつながり

　一見和彦（香川大学 瀬戸内圏研究センター 庵治マリンステーション）
Ichimi K: Characteristics of physiological and biological ecosystems of Japan Sea, the Seto Inland Sea and Pacific Ocean

　海洋では植物プランクトンを主とした一次生産者によって上位栄養段階生物が支えられている。本講演では３

つの海の海洋構造とその一次生産性を中心にその特徴を紹介する。日本海の上層には対馬海流が流れているが，

数 100m 以深には「日本海固有水」と呼ばれる栄養物質に富んだ冷水塊が存在している。これより供給される栄養
物質の量が一次生産量を左右すると考えられているが，これは大陸からの季節風を主体とした気象に大きく制御

されている。また四国南部に位置する土佐湾も栄養物質に富んだ水塊を深層に抱えており，太平洋を流れる黒潮

の接岸によってもたらされる勇昇流によって栄養物質が供給される。すなわち黒潮の接岸度合いによって一次生

産量は大きく変動すると考えられる。両海域に比べると，瀬戸内海は非常に浅く，多くの島と海峡部が連なる非

常に複雑な海底地形を成しており，海域環境が非常に多様であることから，生息する生物種も非常に多様である。

一方で沿岸に大小の都市を抱えており，人間活動に起因する多くの栄養物質が主として陸域から河川を通じて負

荷されることから，その負荷量の多少によって瀬戸内海はこの 50 年ほどで大きく生物環境を変化させてきた。す
なわち，日本海と太平洋海域の生物生産が主として地球規模の気象変動に制御されているのに対し，瀬戸内海は

これに加えて人為的な影響も非常に大きい特徴がある。

コメント　安渓遊地（山口県立大学 国際文化学科）

生物と文化の多様性を守るために：JaSPa共同体から得られるもの・得るべきもの
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【高校生ポスター発表】

●動物分野

HZP-01
外部環境とカメの体温との関係
○網本壮一郎，＊籠崎恒祐（金光学園高等学校）

本実験では変温動物であるカメの体温が周りの温度によってどのように変化するのかを観察し，カメの体温を

変化させる要因が温度以外にあるのかを調べた。

　まず，カメの体温が周辺温度によって変化するかどうかについて確認した。その結果，カメの体温は周りの温

度によって変化した。次に，カメの体温が気温と水温のどちらにより依存するのかについて，水を入れていない

水槽と水だけを入れた水槽の二つを使って検証した。その結果，気温と体温には差が見られたが，水温と体温は

ほぼ一致したことから，カメの体温は水温に依存することが確認できた。しかし，水を入れていない水槽のカメ

の体温が気温と砂利の温度より高くなっている時間帯があったことから，カメの体温は周辺温度以外の条件でも

変化することが考えられる。そこで，次にカメの体温が光の強さによって変化するのかについて検証した。日光

を使った実験と蛍光灯を使った実験の二つを行ったが，どちらの実験でも光の強さの違いがカメの体温に影響を

及ぼすことが観察できなかったので，カメの体温変化に光の強さは関係ないことが確認できた。

HZP-02
キミのことが知りたい　~イモリ玉と変態~
○中原晃希，○中原正彦，○宮田宏祐，＊亀崎沙耶花（鳥取県立鳥取東高等学校）

アカハライモリ（Cynops pyrrhogaster）は日本固有の両生類であり、かつては水路など身近な環境に多く見られ
ていた種だが、その生態についてあまり調べられていない。冬場に河川などの水場で、イモリが集まって団子状

の固まりを作る現象が見られることがある。これは、イモリ玉とよばれている。イモリ玉がどのような要因で形

成されるのかについてもわかっていない。そのため、イモリ玉の形成要因について調査した。また、2009 年 12 月
に飼育のアカハライモリが産卵し、その卵が孵化した。その孵化した幼体の様子を観察記録し、変態に関わる要

因について調べた。

以下、その方法と結果を示す。

①イモリ玉をつくる要因

冷却装置によって水温を 15℃、10℃、8℃に設定し、約 13 時間ビデオで記録した。その結果、10℃や 8℃の低
温で固まる様子が見られた。幼体では室温でイモリ玉が観察された。

②アカハライモリの変態に関わる要因

約1週間毎に体長、えらの有無、模様の有無を観察し記録した。
その結果、外鰓と腹の模様有無は幼生の体長に関係し、その関係性は、腹の模様の有無よりも外鰓の方が大きい。

外鰓と腹の模様の有無は産卵後の日数に関係し、外鰓の方が腹の模様よりも早く変態することが示唆された。
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HZP-03
直翅目（キリギリス科・コオロギ科）の回転に対する反応
○辻 雅博，○内田伸哉，○佐藤雅人，○昌司和満，○浜田拓弥，＊野内仁輝（岡山県立岡山一宮高等学校　理数
科）

Tsuji M, Uchida S, Sato M, Shoji K, Hamada T: How Orthoptera (Tettigoniidae･Gryllidae) behave after they are spun?

　キリギリス，ヒメギスが回転により肢をなめる行動を偶然発見し，その行動から昆虫に回転刺激を与えるどう

なるか興味をもち，回転実験を行った。キリギリス，ヒメギスは回転後，回転前と比較して肢をなめる回数が著

しく増加した。また前肢，中肢，後肢により，なめる回数の増加割合が異なった。しかし，9 月以降キリギリス，
ヒメギスの捕獲数が減少したため，ペットショップで安価で購入できるフタホシコオロギで水平方向への回転実

験を行った。ターンテーブルを回転させ，時計回りと，反時計回りの 2 種類の回転実験を行った。その結果，フ
タホシコオロギは回転方向と逆方向に歩く傾向があることがわかった。

HZP-04
ニホンミツバチはどの糖を好むか
○砂川拓也，○神野一将，萱野大樹，山口葉月，吉原秀人，＊池田達治（香川県立三本松高等学校　理数科）

　香川県さぬき市で飼育されているニホンミツバチを用いて、糖の嗜好性を調べた。巣箱前に様々な糖溶液を置

き、ミツバチが糖溶液によってきたタイミングや個体数から、糖の嗜好性を考察した。0, 1, 5, 10, 30, 50％のスクロ
ース溶液では、濃度の高い溶液から順にミツバチが早く集まり、0％と 1％には集まらなかった。グルコース、フ
ルクトース、マンノース、ガラクトースや希少糖であるソルボース、タガトース、アロース、プシコースの 30％
の溶液については、グルコースとフルクトースのみに集まり、他の単糖には集まらなかった。スクロース、グル

コース、フルクトースについては、嗜好性の差を見出すのが困難であったが、スクロースを最も好むと結論づけ

た。

　ニホンミツバチをマイクロピペットのチップに固定し、糖溶液を顔に近づけ、吻伸展反応によっても糖の嗜好

性を探ることを試みた。高い濃度のスクロース溶液には、吻伸展反応を示し、希少糖のプシコースやアロースに

は反応しなかった。しかし、スクロースを何度か与えたミツバチにプシコースを近づけると吻伸展反応を示した

個体もいた。これは、実験者が糖を与える動きをミツバチが学習して反応したのではないかと考えられる。

HZP-05
モンシロチョウが見る紫外線下の花と雌雄差
○小池雪乃，清水祐希，田中希美，＊進藤明彦，＊片岡正寛（岡山県立玉島高等学校　理数科）

昆虫は、人が見る事ができない紫外域を見ている事に興味を持ち，モンシロチョウの雌雄の認識と餌となる花

の認識について調べた。紫外域の認識には，ビデオカメラに紫外透過・可視吸収フィルターを用い，紫外線の吸

収・反射の違いを撮影した。その結果，花では中央部だけが紫外線を吸収し黒く，周辺の花弁は紫外線を反射し

白い花と全体が紫外線を吸収し黒い花の２つのタイプがあった。雌雄の羽では，雄は紫外線を吸収し黒く，雌で

は反射して白く，この違いにより雌雄間で識別を行っていると考えられる。光学顕微鏡により鱗粉の形態を調べ

たところ，雄から４種類，雌から３種類の形態の異なる鱗粉を確認したが，紫外線の吸収・反射に関する形態の

差は認められなかった。
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HZP-06
アルテミア耐久卵の環境耐性~生物の限界を探る~
○北川雄也，○神田晃充，○小笠原翠，○河原加奈，○西崎英里，＊西平直美（岡山県立岡山一宮高等学校）

Kitagawa Y, Kanda A, Ogasawara M, Kawahara K, Nishizaki E: Environmental tolerance of artemia’s resisting egg ~An
investigation into the limit of a creature~

　私たちは，“生きた化石”と呼ばれる生物たちのもつ耐久卵の限界に興味をもった。そこで，比較的に飼育や入

手が容易であるアルテミアの耐久卵に塩分濃度差，化学物質投与，紫外線・マイクロ波照射という外的環境要因

が及ぼす変異について調べた。その結果，塩分濃度が 2％のとき最も孵化率が良く，マイクロ波・化学物質・紫外
線は一定の条件を超えると孵化率を低下させることがわかった。今後の課題としては，各実験のデータ数を増や

し，また，アルテミア卵の内部と殻のどちらに強い耐性があるのかを明らかにしていきたい。また，紫外線がア

ルテミアの形態形成にどのような影響を与えるのかを明らかにしていきたい。

HZP-07
ギボシムシの発光現象の観察
○和田壮史 1，＊浦田慎 2，＊間處耕吉 3（1広島大学科学わくわくプロジェクト科学塾研究室・崇徳高等学校，2

広島大学大学院理学研究科，3広島大学科学わくわくプロジェクト研究センター）

　本研究ではギボシムシの発光現象について示している。

生物が発光する目的には、擬態、誘引、撃退、通信、照明がありそれらについて詳しく調べている。また、観察

実験では切断されたギボシムシと何もしていないギボシムシを用意し、電気刺激や物理的刺激をギボシムシに与

えることで起こる反応について観察している。その中でも特にちぎれているギボシムシと何もしていないギボシ

ムシの違いについて詳しく追究している。その他に機械による観察も行った。デジタルカメラの他に、より詳し

く発光の観察を行える発光イメージ解析装置を使用している。目視の発光観察と比べることでより明解な結果の

違いを示している。

ギボシムシの生態については、実際に生息地である石川県を訪ねたり、指導の先生の下で行われる講義を参考

に示している。

HZP-08
ナミウズムシの成長過程について
○奥代南美，○川東美菜，○野崎早矢加，○松原欣伍，白川幹，＊滝朋子（香川県立三本松高等学校　理数科）

　ナミウズムシは、条件の良い時期には無性生殖である分裂によって急激に個体数を増やす。そうした無性生殖

の過程や、切断による再生の過程については、これまでも多くの研究が行われている。しかし、プラナリアには

有性生殖も行う系統があり、この系統は冬期の水温の低下によって有性生殖が引き起こされる。

　私たちは、さぬき市の爛川で冬期に採集を行い、有性化した個体を得ることに成功した。このプラナリアを用

いて有性生殖を行わせて得られた個体について、研究を行った。その結果について報告する。
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HZP-09
岡山県内幼稚園の飼育動物の現状分析
○池上裕莉香，＊秋山繁治（清心女子高等学校　生命科学コース）

　現代社会では、人為的な開発による自然環境の改変に加えて、少子化や核家族化などの人間関係の変化が進み、

生命の誕生や死を身近に経験することが少なくなってきている。そのような変化の中で、生命の大切さや思いや

りの気持ちを育むための教材として、これまで日本の学校で歴史的に維持されてきた「学校飼育動物」の重要さ

が増していると考えられる。しかしながら、鳥インフルエンザの影響、資金不足、世話の負担などが原因で飼育

数が減少していることも予想される。

　これまで、1999 年から出身小学校を訪問しての調査を継続して行ってきたが、より広範囲に多くの学校の情報
を得るために 2008 年は小学校対象で、2009 年は幼稚園対象でアンケート調査を実施した。幼稚園 344園を対象に
飼育動物についてのアンケートを実施し、203 園（59%）から回答を得た。①幼稚園では、基本的に動物を飼って
いる（203 園中 202 園）②もっとも多く飼育されているのはウサギである（94%）。③飼育をやめた動物では鳥類
が多い。④飼育上困っているのは、病気への対応である。⑤動物についての基礎的な知識が不足している。⑥死

んだ場合は、「ゴミとして処理する」が多い（67%）、という結果をえた。
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●植物分野

HBP-01
デンジソウの繁殖についての研究
○小野菜摘，○渡邊紗希奈，＊田中福人（清心女子高等学校　生命科学コース）

　デンジソウ（Marsilea quadrifolia L.）は夏緑性の水生シダ植物であり、水田や沼などの流れのない水域で生育す
る。かつては、暖かい地域を中心に普通に見られ、水田の雑草とされていたが、農薬・除草剤の使用や水田の耕

作方法の変化、さらには水田の減少などで個体数が激減し、環境省レッドリスト（2007）では、絶滅の危険が増
大している種として『絶滅危惧Ⅱ類』に選定されている。よって本研究では、デンジソウの保護するため、匍匐

茎による繁殖と異形胞子による繁殖のそれぞれにおいて、効率的な繁殖方法を見つけることを目的に研究を開始

した。

匍匐茎による繁殖では、水量に注意して育てることで順調に生育させることができ、かつ多くの胞子嚢果が得

られることが分かった。水位が高くなりすぎると、浮き葉が増えて成長が遅くなるが、表土が丁度浸るくらいの

高さの水位で生育させたため、浮き葉があまり生じず、生育範囲を順調に拡げることができた。

異形胞子による繁殖では、園芸用肥料を蒸留水にわずかに溶かすことで、大胞子の雌性前葉体形成率を通常の約 3
割から 6 割弱まで高めることができたが、この結果について検定を行ったところ、これらの発芽率の差には有意
差が認められなかった。しかし、食塩水やショ糖溶液の濃度が高くなるにつれて発芽率の低下が有意に認められ

たので、水質の汚染が発芽率の低下につながり、繁殖が困難になっている可能性が示唆された。

HBP-02
光をめぐるアオキの戦術
○天倉克久，○上林尚平，○光田千紘，＊山崎淑加（岡山県立岡山一宮高等学校）   
Amakura K, Kanbayasi S, Mitsuda T: The Japanese laurel’s tactics for receiving sunlight

アオキが光を受容するしくみについて調べた。研究当初はアオキの葉は光がよく当たる表面の葉は陽葉の性質

をもち，光があまり当たらない内側の葉は陰葉の性質をもつのではないかと考えた。そこでミクロトームで葉を

薄く切り，断面のさく状組織の発達の様子を比較した。結果，組織に違いが見られなかった。そのため，アオキ

は光を獲得しやすいように樹形を発達させているのではないかと考えた。校庭のアオキを剪定群と非剪定群にわ

け，さらにそれぞれを光のよくあたる側と光があまり当たらない側に分けて，着葉数と照度の関係，新芽の数，

新しいシュートの数について比較した。剪定群も非剪定群も光がよく当たる駐車場側の最上層に着葉が集中して

いる傾向があった。また，剪定すると新しいシュートや新芽が出現し，剪定しないと落葉が増えるということが

わかった。 今回の研究により，アオキには光を受容するシュートと樹形をつくるシュートがあり，光を受容しや
すいように樹形を発達させているということがわかった。
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HBP-03

樹幹に着生するコケの生態
○上渓眞誉，佐藤萌香，＊進藤明彦（岡山県立玉島高等学校　理数科）

　岡山県倉敷市玉島阿賀崎の県立玉島高等学校校庭における，樹幹に着生する蘚類について調査を行った。校庭

に生育する１９４本の樹木のうち，胸高直径 20ｃｍ以上の孤立木を調査対象とした。５科５属５種の樹幹から，
６科８属８種の蘚類が見つかった。その中でも，コモチイトゴケや，ヒナノハイゴケのように，複数の種類の樹

幹に着生している種もあれば，イヌマキとナガバキンモウゴケ，カイヅカイブキとホソヘチマゴケのように，特

定の樹種との関係がみられる種もあった。樹皮の形態と着生するコケの関係については，樹皮が平滑のものより

凹凸があるもののほうが，コケが多く着生する傾向にあった。樹幹の方角と着生するコケの関係については，南

面より北面の方が，コケが多く着生する傾向にあった。しかし，カイヅカイブキに関しては，葉が樹幹の周りを

被うように生えており，南面にも多くのコケが着生していた。これらのことから樹幹へのコケの着生は，樹皮の

湿度と凹凸の影響を受ける可能性が高いと考えられる。

HBP-04
カタバミ科が行う就眠運動に影響を与える光波長について
○高崎春奈，○伊藤圭織，＊田中福人（清心女子高等学校　生命科学コース）

　生物がもつ概日時計は多くの場合約 24 時間周期であり、光や温度などの環境サイクルへ同調することで正確に
24 時間の周期を保っている。本校では過去に、カタバミ科が行う就眠運動リズムについて研究を行っており、光
周期に合わせて規則的に就眠運動を行うことや、概日時計の制御によって就眠運動を行うことが分かっている。

本研究では、環境条件の中でも光波長に注目して実験を行い、カタバミ科が概日時計の制御の下で行う就眠運動

に対し、特に影響を与える光波長を明らかにすることを研究目的とした。

まず、温度を 20 度で一定にしたインキュベーター内に野外から採取したムラサキカタバミとイモカタバミを静
置した。その後、赤・青・緑の波長の異なる三色の LED 蛍光灯を用いてそれぞれ光を照射し、就眠運動の様子を
観察した。用いた LED 蛍光灯の波長は、赤色光が 615~635nm、青色光が 464~475nm、緑色光が 520~535nm で
あり、与える光周期は、①明期：暗期＝12：12、②明期：暗期＝6：6、③明期：暗期＝1.5：1.5 の 3 パターンとし
た。観察後、各時間帯で葉が開いている割合を百分率で表し、光周期と合わせてグラフを作成した。

　ムラサキカタバミもイモカタバミも、3 種の光波長のうち、青色光を与えた場合に最も光周期に同調したので、
青色光が就眠運動に最も大きな影響を与えると考えられる。つまり、自然条件下でも太陽光の成分のうち、青色

光によって概日時計がリセットされ、24時間の環境サイクルに正確に同調していると考えられる。
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HBP-05

ネギの根元の細胞分裂・分化~意外と知らないネギの真実~
○砂田麻里奈, ○尾上知央理, ○大森慎也, ○日笠友暉，＊芦田智子（岡山県立岡山一宮高等学校）   
Sunada M, Onoue T, Omori S, Hikasa Y: Cell division and specialization of Allium fistulosum
~The truth of Allium fistulosum is unexpectedly unknown~

　ネギは何度切っても成長し，また新しい株を生じることもある。どの場所からどのように新しい細胞が生じて

分化していくのかを調べるために，葉原基を発生分化させる茎頂分裂組織の場所や維管束の構造を観察した。九

条細ネギの根元 1cm をミクロトームで縦，横に切り,維管束や細胞分裂の様子を光学顕微鏡で観察した。押しつぶ
し法で酢酸オルセイン染色すると分裂像が観察できた。さらにパラフィン切片法で縦断面の切片を観察すると境

目が見られ，境目より下部で核の割合が多い細胞が見られた。またそれらが集中している部分が点在しているこ

とが分かった。維管束はサフラニン溶液で染色した。境目より下部で絡み合うように発達していた。このことか

ら境目より下部を茎,上部を葉と考えた。また外側と内側の葉の細胞の比較をした。内側にいくにつれて細胞が小
さくなり，分裂像も確認できた。そのためどの部分が茎頂分裂組織なのか特定することはできなかった。しかし

様々な場所で細胞分裂が行われていると分かったので，切ってもネギが成長しやすく，新しい株を生じやすい構

造になっていると考えた。

HBP-06
光・塩ストレスが植物に与える影響
○石丸真也，＊井上雅裕，＊松本浩司（愛媛大学附属高等学校）

　植物は光合成によって、グルコースなどの糖を生成する。しかし、何らかのストレスがある環境下では、生成

される糖の量や種類に差が生じる。本研究では、光と塩分濃度を操作し、ユキノシタ、アズキ、トウモロコシ、

ソルガム、ベッチを材料に、ストレスが植物体の地上部と地下部の成長量、ならびにスクロース、フルクトース、

グルコースの生成量にどの様な影響を与えるかを調べた。また、乾燥に強く、耐塩性の強いアイスプラントもス

トレスは与えていないが、糖の解析を行った。

　実験の結果、遮光すると地上部の成長が著しく速くなったが、これは光を求めて成長ホルモンの分泌が活発に

なったためと考えられた。塩分濃度を高くすると、地上部、地下部ともに短くなり、糖濃度が上昇したが、これ

は植物体内で糖量を多くし、浸透圧をあげることで水を奪われないように対応していると考えられた。また、種

によって優先して作られる糖の種類が異なるほか、地下部の成長、葉緑体の形成に使われている糖の種類が異な

ることが示唆された。
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HBP-07

樹木の葉のアレロパシー~アレロパシーを用いた除草剤としての利用の可能性~
○谷杉諒，○伊丹和久，＊柴田美智子（岡山県立岡山一宮高校）

Tanisugi R, Itami K: Allelopathy in the leaves of plants ~The possibility of using allelopathy as a weed-killer~
　　

普段ごみとして処分されている樹木の落ち葉や剪定された葉などで，アレロパシーを用いた除草剤としての利用

の可能性について研究を行った。イチョウ，カエデ，ポプラ，クヌギ，クスノキ，ホルトノキの落ち葉を用いて

実験を行った結果，イチョウ，カエデ，ポプラ，クスノキ，ホルトノキには生育抑制効果がみられた。逆に，ク

ヌギでは生育促進効果がみられた。またそれぞれの植物の落ち葉と若い葉を用いて実験を行ったところ，特に落

葉樹であるイチョウ，カエデは落ち葉よりも若い葉のほうが生育抑制効果が大きく，また常緑樹であるクスノキ

には落ち葉と若い葉では生育抑制効果にあまり差が見られなかった。さらに，チャノキの新芽で作られる茶葉を

用いて実験を行ったところ，茶葉や煎れた緑茶でも生育抑制効果がみられた。生育抑制効果が大きいものは除草

剤としての利用の可能性があることが確認でき，煎れた緑茶では植物を枯らすことができた。また，生育抑制物

質を分析するために薄層クロマトグラフィーを用いて検定を行ったところ，植物の種類によって生育抑制効果の

ある物質の Rf 値に違いがあることがわかり，植物の種類によって葉に含まれる生育抑制効果のある成分が異なっ
ている可能性が確認できた。

HBP-08
アントシアニンの生成条件
○黒住真里，○山本達也，○柏本綾佳，○山本奈穂，○渡邉夢実，＊柴田美智子（岡山県立岡山一宮高等学校　理

数科）

　比較的容易に育てることのできるスプラウトを用いて，可視光，紫外光を照射した場合のアントシアニンの生

成量が最大限になる条件を調べた。可視光では 5 種類のセロハンとアルミホイルを巻いて実験を行った。また，
紫外光ではUVBを用いて時間を変えながら実験を行った。
可視光では透明の生成量が一番多かった。また，有効な光の色は赤色の光と青色の光であることがわかった。暗

条件に設定したものは，アントシアニンの生成が抑制されたことから，アントシアニンの生成には光が必要なこ

とがわかった。

　紫外光では，アントシアニンの生成量が最大限になる明確な時間を発見することができなかった。
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HBP-09

ツツジからの野生酵母の採取と分類
○大橋慶子，○渡辺真奈，○松本愛，＊秋山繁治（清心女子高等学校　生命科学コース）

花に生息する野生の酵母を分離・採取し、形態、染色体数、rRNA をコードする遺伝子の塩基配列を指標に分類
するとともに、アルコール発酵能、セルロース分解能を調べる。これにより、自然界に存在する「酵母」に分類

される真核微生物の多様性、生態、特性、およびその生息する花との関係について考察した。今回は、ツツジの

花にしぼって調査した。

　2010年 5月から 6月に、各地（岡山県 39箇所、広島県 6箇所、山口県 5箇所）でツツジの花を採取し、柱頭、
やくおよび花びらの中心部分を綿棒でこすり取り、分離源とした。現在までに、酵母と判断される菌株 160 種を
分離した。顕微鏡観察により、細胞の形状は卵型、楕円型、円錐型、レモン型などであり、大きさは短径3~5mm、
長径 5~10mm の範囲であった。PDA 培地では、コロニーの性状が流動性を示すものや、ペースト状のもの、また
立体的になっているものも観察できた。色は、オレンジ、ピンク、白、クリーム、茶など多様であった。岡山県

の南北方向で採取したツツジより、岡山から山口に至る東西のサンプルから分離した菌株の方が、形態的な多様

性が認められた。さらに、16 株でアルコール発酵能を、また 80 株でセルロース分解能を確認できた。アルコール
発酵能とセルロース分解能を同時に保持している株は 2 株であった。電気泳動核型と 18SrDNA の塩基配列の決定
を試みた。

HBP-10

タバコ属植物に残るアグロバクテリウム感染の痕跡
○田口慧 1，＊田中伸和 2，＊間處耕吉 3（1広島大学科学わくわくプロジェクト科学塾研究室・広島大学附属高

等学校，2広島大学N-BARD・遺伝子，3広島大学科学わくわくプロジェクト研究センター）

　本研究では、Nicotiana tabacumおよびN. tometosiformisとN. tomentosaタバコのゲノム中に本当にmis遺伝子が存
在するかを明らかにする。

　Nicotiana tabacum 、N. tometosiformis 、N. tomentosaより、ゲノムDNAを抽出し、mis特異的プライマーを用い
てPCRを行う。陽性コントロールとしてN. glauca 、陰性コントロールとしてN. sylvestrisより同様にゲノムDNA
を抽出し、PCRを行う。DNA断片が増幅されれば、その塩基配列を決定し、アグロバクテリウムおよび N. glauca
のmis遺伝子のDNA配列と比較する。
　RNAを抽出し、DNAからの転写を確認する。
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●生態・環境分野

HEP-01
地球温暖化防止における森林の役割（様々な森林による二酸化炭素吸収量の推定）
○石田紗樹，○光畑美希，松本愛，小原らな，高木成美，脇坂芽依，渡辺真奈，池上裕莉香，大橋慶子，＊秋

山繁治（清心女子高等学校）

Ishida S, Mitsuhata M, Matsumoto A, Kohara R, Takagi N, Wakisaka M, Watanabe M, Ikegami Y, Ohasi K, Akiyama S:
Forest diversity and CO2 absorption

The aim of the present study is to clarify the role of forests in the absorption of carbon dioxide. In order to determine forest CO2

absorption capacities, we conducted a five-year investigation of artificial and natural forests, examining tree height, diameter and
age. We then analyzed these data with regards to the forest structure and diversity of tree species. We found that artificial and
natural forests absorbed CO2 at rates of 139 kg/100 m2/year and 261 kg/100 m2/year, respectively. Compared to artificial forests,
the natural forests had a complex hierarchical structure containing a wide range of tree types and trees of differing heights. We
hypothesized that these characteristics allow natural forests to achieve a more efficient rate of photosynthesis. Moreover, we found
that red pine trees, in particular, have a high CO2 absorption rate because of their rapid growth. We concluded that natural forests
have a significantly greater ability to absorb CO2 than artificial forests. A typically Japanese person emits approximately 2 tons of
CO2 per year from household, indicating that only 7% and 13% of the annual emissions from a single person can be absorbed by
100 m2 of artificial and natural forests, respectively. These results suggest that not only the protection of natural forests, but also
fundamental changes in our lifestyle are necessary to stem the rise in CO2 emissions.

HEP-02
屋久島の森を守るコケマットの保水力と他感作用
○神田怜央奈，○島村真季，○土手春奈，＊高橋和成（岡山理科大学付属高校）

  年降水量が 8000mm を越える屋久島の山地にはコケが一面に繁茂したモスフォレストがある。その自然観察か
ら、コケマットが雨水を保水したり、他の植物の侵入を防ぐ他感作用をもっていたりするのではないかと考えた。

本研究では、1）岩や土の表面にあるコケマットの含水率を裸地などと比較した。また、2）寒天サンドイッチ法
によって数種類のコケの多感作用を検証した。

  1）マットの厚さはコケの種類により異なり、ヤクシマゴケやホソベリミズゴケは一段と厚いマットを形成して
いた。マットの厚さと含水率とには相関関係は見られなかったが、コケマットにより地表表層の保水力は高くな

っていた。

  2）コケマットは純群落で形成されていた。生の葉を入れたサンドイッチ培地ではレタス芽生えの幼根が培地中
に入らず、表面をはっていた。幼根の伸びは、クモノスゴケ、ハイゴケ、ミズゴケの培地で抑制された。生きて

いるコケ植物体から寒天に浸み出した物質がレタスの幼根の伸長を抑制したと考えられた。コケの種類によって

は枯れた部位でも他感作用が見られた。

  地表を覆うコケマットは洪水を防止していること、アレロパシーにより他の植物の侵入を抑制し生活場所を守
っていることがわかった。降水量の多い屋久島の森にはコケは無くてはならない、自然を守る緑のコートと考え

られた。
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HEP-03

鳥取砂丘における除草活動の効果の検証
○西田遥香，○西脇改，○堀尾理帆，小林公平，佃健汰，＊中元崇博（鳥取県立鳥取東高等学校）

目的　現在，鳥取砂丘では草原化の進行を防ぐために除草活動が実施されている。本研究では除草活動の効果を

検証することを目的とする。

方法　2010年 7月から 11月にかけて鳥取砂丘南西部の杭K-2周辺において植生調査を 5回実施した。植生調査で
は 5m×5m のコドラートを帯状に 20 個設定し，コドラートの植被率（%）および出現した植物の被度（%）
を判定した。また当該区域の除草活動実施日について鳥取県砂丘事務所への聞き取り調査を実施した。さら

に鳥取市の気温と降水量を考慮し，除草活動の効果について検証した。

結果　調査地の植被率については 7 月調査をピークに 8 月調査では微減し，さらに 10 月前半調査では激減したも
のの11月では微増した。また除草活動は8月29日，30日，9月12日に実施されていた。

考察　10 月前半調査では植被率が激減したが，これは除草活動の効果が表れたためであると考えられる。その後
11 月調査では植被率は微増したが，これは除草活動から時間が経過したことに加え，降水があったためだと
考えられる。以上のことから，鳥取砂丘における除草活動は植生の拡大を防いでおり，効果があると考えら

れる。

HEP-04
鳥の卵殻を用いた水質浄化実験
○安部希綱，○重永皐月，○香川奈緒子，○谷輪弥音，＊谷藤尚貴（米子工業高等専門学校・B&C研究同好会）

Abe K, Shigenaga S, Kagawa N, Taniwa H, Tanifuji N: Experiments of water purification using egg shell

我々の身のまわりにおいて，水質環境に関する問題は無視できないものである．我が校に隣接する中海は昭和40
年代から増加した水質汚染によって漁獲量の減少やヘドロによる悪臭が増加しており，我々は日本国内の水質汚

染の代表例を間近で見ながら問題の大きさを意識してきた．

  本研究では，この問題を克服するための取り組みとして，新しい水質浄化素材の探索を行った結果について報
告する．従来の炭系の材料を用いることなく身近な廃棄物から水の汚れを除く作用を有する素材を見つけ出そう

と，簡易型分析装置を独自開発し候補となる材料のスクリーニングを行った結果，鳥の卵が各種水性色素を吸着

することが分かった．これを紫外可視吸収スペクトルによって分析したところ，色素の吸着は物理的に起こった

現象であることが分かった．卵の外殻と内皮を分離して，色素吸着実験を行うとそれぞれ吸着の様式に違いが見

られたことについても報告する．
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HEP-05

市街化が進んでいる水田地域でアカミミガメはどのように過ごしているか
○井上智香子，○原悠歌，＊秋山繁治（清心女子高等学校）

近年、外国から移入されたカメの生態系への影響が心配されている。カミツキガメやワニガメなどがヒトに危

害を与える可能性があるということで話題になったが、より大きな問題は生態系そのものへの悪影響である。そ

して、帰化種のカメで生態系へのもっとも大きな影響が懸念されているのがアカミミガメである。アカミミガメ

は、「ミドリガメ」という名で、ペットとして多い時は年間 100 万匹以上が日本に輸入され、現在、把握できない
ほど多くの個体が全国各地に生息している状況に陥っているからである。

　本研究では、水田地帯でのアカミミガメの生態を明らかにすることを目指した。現在、農業の効率化を進める

ために、水田地域では圃場整備や、水路のコンクリート化が進んでいる。そして、その人為的な環境の改変によ

って野生生物の生存に危機を与えているとも言われている。そのような環境でも急激に生息数を伸ばしているの

がミシシッピアカミミガメである。今回は、その行動を詳細に調査することによって、生息状況を知るだけでな

く、同所的に生息する在来種のカメへの影響を明らかにするための知見が得られると考えた。

HEP-06
高知城公園の過去20年間の探鳥会での鳥類の出現種の動向
○佐藤錬 (高知学芸高校)

Sato R: Trends of observed bird species in Kochi Castle Park in the last 20 years

　自然環境や生態系を長期にわたってモニタリングすることは、環境の変化をとらえたり、生物と環境の相互関

係を明らかにしたりする上で重要である。鳥類は環境の指標として用いられることが多く、特に都市緑地では調

査のしやすさ、種数の多さなどから、適切な環境指標とされている。

　高知市中心部にある高知城公園では過去 20 年間にわたって毎月、日本野鳥の会高知支部により、探鳥会が開催
されている。この探鳥会では、鳥類の出現種と種ごとの確認個体数が記録されている。これは市民参加型の環境

モニタリングとみなすことができる。

　そこで、1990 年から 2010 年までの 20 年間の高知城探鳥会で出現した鳥類の記録を整理し、在・不在（いる・
いない）データから、鳥類の季節区分（留鳥、夏鳥、冬鳥、旅鳥）ごとの出現傾向を調べるとともに、主要な生

息種については個体数の増減がみられるかどうかを検討した。

HEP-07
水生昆虫の分布における周辺環境の影響
○濱岡洋貴，佐立達也，中島かんな，俟野文隆，水田成美，＊堀尾高徳（香川県立三本松高等学校理数科）

Hamaoka H, Sadati T, Nakasima K, Matano H, Mizuta N, Horio T: The environmental influences on the distribution of the
aquatic insects.

　昨年，SSH の研修で水生昆虫を指標にして，ため池の環境調査を行った。この経験から流水域における水生昆
虫の分布に興味を持ち，学校周辺の河川において採集調査を行ったところ，上流から下流にかけて種により分布

の大きな偏りが見られることが分かった。

　そこで，この分布に影響する環境要因が何であるかを解明するために，現地調査や室内実験を行い，非生物的

環境と生物的環境の両方の側面から考察していくことにした。

　今回の研究は，まだまだ手探りの段階で分からないことも多く，たくさんの指導助言をいただければ幸いであ

る。
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HEP-08

鳥取県東部に生息するザトウムシ　~県内3カ所における季節的変化について~
○矢久間和樹，○仲山紗希，○米澤泰地，○下田梢，○神田喜貴，＊下河健一（鳥取県立鳥取東高等学校）

「目的」　『森の掃除屋さん』、『あしながおじさん』の愛称を持ち、映画「千と千尋の神隠し」に出てくる「釜

爺（かまじい）」のモデルにもなったザトウムシを研究対象とする。外部形態や染色体数の点において地理的変異

がみられるこの種において、5 月~9 月における、同一採集場所（県内 3 カ所　雨滝、矢矯神社、久松山ふもと）
のザトウムシ各種の出現数や成長状況を調査・確認することを目的とした。

「結果」　次のことが確認できた。

○標高により、出現する種が異なり、同一種では標高が高くなるほど出現の時期や数のピークが遅れること。

○同一種、同一採集場所で採集時期ごとの体長を比較すると、幼体から成体に成長する間は季節を追うごとに大

きくなっているが、成体になってからの変化は明確ではないこと。

HEP-09

ドジョウ５種の外部形態の比較
○山田裕貴，道内真輝，川中寅生，石丸真也，日野直人，西原佑亮，弓立湧也，＊松本浩司（愛媛大学附属高

等学校）

　私たちの学校の近くの川で採集した生き物の中に、希少種ヒナイシドジョウがいた。本種は川の砂礫のすき間

に住み、秋から春まではすき間の奥深くで冬眠するという特殊な生活をおくる。本種が採集された場所では、同

時に、同サイズのシマドジョウも採集された。同属である両種は似ており、一見、見分けがつきにくい。そこで

本研究では、ドジョウ、シマドジョウ、ヒナイシドジョウ、さらに山口県に出かけて採集したイシドジョウ、修

学旅行で北海道に行った際に採集したフクドジョウの計５種を材料とし、シマドジョウとヒナイシドジョウの外

部形態の違いを中心に、５種の形態的特徴についてまとめ、その適応的意義について考察することを目的とした。

  ５種の雌雄１０個体ずつ、計１００個体の体重、全長や各鰭の長さなど１５か所の外部形態をノギスで計測し
た。その結果、同属で同所に生息するシマドジョウとヒナイシドジョウでは全長に占める頭の長さや体高と体幅

の比率、垂直方向の鰭の長さなどの形態が大きく異なること、ドジョウ・イシドジョウ・ヒナイシドジョウに共

通する特徴が多いこと、フクドジョウは他種と大きく異なることなどが明らかになった。また、各種の形態的特

徴は、各種が生息する環境や生活様式と強い関連がみられた。
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HEP-10
ドジョウ４種の河床礫サイズに対する選好性
○道内真輝，○日野直人，山田裕貴，川中寅生，石丸真也，西原佑亮，弓立湧也，＊松本浩司（愛媛大学附属

高等学校）

　私たちの学校の近くの川には、希少種ヒナイシドジョウが生息している。本種は 2006 年に新種として記載され
たばかりの小型のドジョウである。生息が確認されているのは愛媛県と高知県のみであり、その生息個体数が少

なく、人工養殖が困難であることが報告されている。本種とイシドジョウの特徴に、川の砂礫のすき間に住み、

驚くとすぐに隠れ、秋から春までは間隙で冬眠するという特殊な生態がある。絶滅が危惧されている両種の保全

のためには、彼らの生息に適した環境がどの様なものであるのかを解明することは重要である。

　本研究では、ドジョウ、シマドジョウ、イシドジョウ、ヒナイシドジョウを材料とし、水槽に４つの砂礫を敷

き詰めた区画を設け、それぞれの種がどの区画に潜るかを選択させる水槽実験を行った。その結果、種によって

好む砂礫のサイズが異なること、種によっては砂礫のサイズよりも水流の有無に大きな影響を受けることなどが

明らかになった。特にヒナイシドジョウについては、直径 20mm の石のすき間に潜ることを好んだ。本研究結果
は、同所で同時に採集され、外見も似ている同属のドジョウであっても、生息に適した環境が全く異なることを

示していた。希少種の保全には、それぞれの種の生態を詳細に調べ、守るべき環境を明確にすることが重要であ

る。

HEP-11
ドジョウ４種の流速と水温に対する選好性
○川中寅生，石丸真也，道内真輝，山田裕貴，日野直人，西原佑亮，弓立湧也，＊松本浩司（愛媛大学附属高

等学校）

　私たちは川魚の採集、飼育活動をする中で、学校の近くの川に希少種ヒナイシドジョウが生息していることを

知った。さらに、本種を含む４種のドジョウを用いた水槽実験を行う中で、石のすき間に潜っている時間が長い

種と（ヒナイシドジョウ）、表面に出ている時間が長い種（シマドジョウ）、水流の有無によって行動が変わる種

（シマドジョウ）がいることが明らかになった。そこで本研究では、ドジョウ、シマドジョウ、イシドジョウ、

ヒナイシドジョウを長い流路を用いた水槽実験を行い、それぞれの種に適した流速を明らかにすることを目的と

した。また、水槽内に自由に行き来できる異なる水温領域を作り、選択させることで、それぞれの種が好む水温

についても調べた。その結果、シマドジョウが最も速い水流中に定位し、イシドジョウとヒナイシドジョウも同

様に速い水流中に定位した。ドジョウだけは、最も遅い水流の場所を好んだ。この結果から、よく潜る種のうち、

ドジョウが潜るのは水流を避けるためであるが、石のすき間によく潜るヒナイシドジョウは、水流を避けるため

ではないと考えられた。ヒナイシドジョウと同所に生息するシマドジョウは、別の実験結果同様流水中に定位す

ることを好んだ。水温の選択実験の結果は、明確な好みが出なかった。ドジョウ種の生息場所利用には、底質と

流速が大きく関わっていると考えられる。
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HEP-12
里山の植生と細胞性粘菌の多様性
○岩本侑希子，○仁熊芳枝，○網代翼，○浜田洋介，＊高橋和成（岡山理科大学附属中学高校）

　私たちが日常的に目にする森林の地表に堆積した腐葉土層には、細胞性粘菌が生息している。細胞性粘菌は、

土壌中で粘菌アメーバが細菌などの微生物を食べて生活し、胞子塊を形成して広がる。森林の地表の場所や環境

によりどのような粘菌がどれくらいいるのか。それを調べることによって、腐植を分解している環境の評価に役

立つのではないかと考えた。

　学校近隣の里山で、落葉林・常緑林・ヒノキ林などの異なる植生の土壌を採取し粘菌相を比較した。また、裸

地や畑地の土壌との比較も行った。その結果、植林地や畑地からは１種類、常緑樹林からは複数の種類が多数で

確認した。粘菌が豊富だということは、有機物を分解する微生物が多数存在することで、そこでは物質循環が盛

んに行われていると考えられる。里山では、落葉樹と常緑樹の混じる林分で粘菌相が豊かで、物質循環が活発に

進んでいると考えられた。

HEP-13
トビムシと伝染性植物病原菌（リゾクトニア属）
○添田晃斉，○福田奈緒，＊桑原寧久（自由ケ丘高等学校　生物部）

1　目的　　トビムシは主としてカビの菌糸を栄養源としている。本研究において， 実際に土壌中・果物・野菜
などからカビを培養し，その食性にどのような傾向があるか・また，主として稲の紋枯病の原因といわれ

る Rhizoctonia  solani に対してどの種のトビムシが有効であるか調査し，ポット試験ではあるがトビムシの
農業への応用を考察することにある。

2　方法　土壌中で極めて生息密度が高いトビムシで，繁殖率が高く，飼育向き個体を大量に繁殖させ，培養した
カビの菌を栄養源として与えた。

3  結果　ポット試験に使用した数種のトビムシは，アオカビなどについてはほぼ 100％の割合で活発な摂食活動
がみられた。しかし，Rhizoctonia  solaniについては，繁殖率の高いツチトビムシ科 Folsomia candida，シロ
トビムシ科Allonychiurus　flavescensなどの数種に活発な摂食活動がみられた。特に，ツチトビムシ科Folsomia
candida の摂食量は極めて高かった。繁殖中のトビムシは乾燥酵母を栄養源として飼育していたので，試験
開始時は Rhizoctonia  solani 菌糸・菌核から距離を置いていたようだが，2 日目からの摂食活動は顕著であ
った。

4  考察　農作物の Rhizoctonia 属に対する農薬には，メプロニル水和物などが使用されている。これでは真の有機
農業と言えるかが疑問である。しかし，ある程度の農薬を使用しなければ作物生産量に影響がある。本研

究で活発な摂食活動がみられた Folsomia　candida，Allonychiurus　flavescens を大量に繁殖させ農業に導入す
れば好結果に繋がると考えらる。トビムシを導入した Rhizoctonia solani の防除法のポット試験は東北農業研
究センターで 1999年にすでに Folsomia　hidakanaで調査済みである。ツチトビムシ科の Folsomia属は食菌
性トビムシと言える。調査の段階で，Folsomia　candida および Allonychiurus　flavescens を簡易栽培中のダ
イコンの芽生に与えたところ，ダイコンの生育に問題はなく，これらトビムシは食益性であると考えられ

る。しかし，実際の農業に利用することは今後の課題である。
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HEP-14
キチン・キトサンの応用 ~機能性バイオマス資源の可能性~
○丸尾直輝，○奥谷良太郎，○友末修平，○大月 幹太，＊秋山宏（岡山県立岡山一宮高等学校　理数科）
Maruo N, Okutani R, Tomosue S, Otuki K, Akiyama H: Application of chitin chitosan ~Possibility of functionality
biomass resource~

　キトサンは，Cu，Zn，Cd，Hg，U などの重金属や，体内に蓄積した各種の発がん物質などを吸着し，体外に排
泄する作用があることが動物実験で明らかにされている。私たちは，最初にカニの甲羅からキチンを単離した。

そして，キチンを脱アセチル化することでキトサンを生成した。そして，キトサンのアミノ基の部位との配位結

合による Cu２＋イオンの吸着・回収を確認した。次に，アミノ基に官能基を導入し，金属イオンの選択制を増し，
機能性バイオマスとしての有効性を検証した。吸着率・回収率は Cu２＋水溶液の吸光度の減少率で判断した。キト
サン単体での吸着効果は確認できた。キトサン誘導体については，期待していたほどの吸着効果は認められなか

った。応用として，キトサン単体，誘導体をアルギン酸ナトリウムビーズ内に封入し同様の実験を行い，吸光度

の減少率により吸着率を測定した。

ビーズ状のものは，直接金属イオンと接しないため，キトサン誘導体自体の回収はしやすいが，吸着効果には弊

害が認められた。

HEP-15
宇宙での生活について考える ~NASA/NSS Space Settlement Contestへの挑戦~
○田中直人，○白方洸次，○岸田俊作，○福本菜々美，＊岡智美(済美高校　自然科学部)
Tanaka N, Shirakata K, Kishida S, Fukumoto N, Oka T: Do you wanna live in a space colony?

　私たちは海外の中高生たちと協同して宇宙で人が住むための施設を設計し，NSS（米国宇宙協会）とNASA Ames
が主催する宇宙居住地コンテスト（Space Settlement Contest）に応募した。私たちの作品は，部門第3位に入賞し，
昨年5月末にアメリカ・シカゴ行われた ISDC2010（第29回国際宇宙開発会議）で作品を発表した。
　宇宙居住地（宇宙コロニー）とは，宇宙空間に設置され，地球と同じような重力と大気（成分組成，気圧，気

温，湿度など）を持った環境で人間が自給自足で生活する居住施設である。

　宇宙コロニーのデザインはアイルランドが担当し，それ以外のパートを各国で担当した。日本は太陽光発電と

蓄電が主な分担であったが，私たちは宇宙農場や宇宙での睡眠，宇宙天文台についても興味を持って企画した。

　宇宙で持続的に生活するために大切なことは何かを考えることは，改めて私たち人類が生活する環境について

考えることであり，これらの活動を通して生態系，物質の循環，太陽リズム，植物生産などについて学ぶことが

できた。
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