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ZP-01 

 

ゼブラフィッシュ脳の軟膜アストロサイト 
○古満 彩乃，中安 博司 （岡山大・理・生物） 

Furumitsu A, Nakayasu H : Astrocyte in Pia Mater of zebrafish brain. 

 

 脊椎動物の脳は頭蓋骨で覆われているが，脳の実質と頭蓋骨の間にはいくつかの膜状の構造
が存在している。哺乳類では 3 枚の被膜があり，表層から硬膜，クモ膜，軟膜と呼ばれている。
下等な脊椎動物では，クモ膜のないもの，硬膜とクモ膜のないものなどがあり，魚類や両生類
では軟膜だけが脳を覆っている。この意味では，軟膜は脊椎動物の進化の過程でずっと維持さ
れてきた，重要なものといえる。軟膜は，皮膚の基底膜に対応しており，神経管が形成される
ときに神経堤細胞の一部がここに入り込むとされている。軟膜は中枢神経系と末梢神経系を区
分けしており，外部は末梢であり，内部は中枢神経系となる。このためシュワン細胞は軟膜を
通り越して内部に入れないし，オリゴデンドロサイトは軟膜から外に出ることはできない。脳
と脊髄を隙間なく被っている軟膜はまた，脳脊髄液の代謝に深く関係していることも知られて
いる。軟膜には軟膜グリア細胞と呼ばれている細胞群が網目状の構造を作っているが，この細
胞についての知見はほとんどないというのが現状である。本研究で使用された SC-11 抗体は分
子量 29kDa の単一のタンパク質を認識する特異性の高いものであった。この抗体はゼブラフィ
ッシュの脳脊髄全体の周辺部のみを染色し，脳の深部には染色される構造は見当たらなかった。
この染色は脳全体にわたって見られ，細胞核周辺の細胞膜だけでなく，その周辺の比較的短い
突起が染色されているのが見られた。軟膜グリア細胞はその突起により連結されて，脳の外層
を覆うと考えられる。今後は軟膜グリア細胞の発生と分化，ほかのグリア細胞への変換の可能
性についても調べていきたいと考えている。 

 

 

 

ZP-02 

 

ゼブラフィッシュ脳の刺激反応性アストロサイト 

東 麻美，○中安 博司 （岡山大・理・生物） 

Higashi A, Nakayasu H : Stimulus sensitive astrocytes in zebrafish brain. 

 

 アストロサイトは脊椎動物の中枢神経系を構成する主要な細胞の一つであり，性質の異なる
多種多様なファミリーを形成する。神経系の機械的な支持や，血液脳関門の形成，栄養物質の
授受，神経修復機序への関与，神経伝達物質の回収など多くの機能を持ち受容体やギャップ結
合を介したシグナル伝達の能力を持つ事も分かってきた。 

349 モノクローナル抗体で特異的に染色される細胞は，グリア酸性繊維状タンパク質も持ち，
脳内でネットワークを作っており，脳内のいろいろな場所に散在するという典型的なアストロ
サイトの特徴を持っている。しかし血管への接続像がまったく見られないことから血液脳関門
の形成や栄養物質の授受を行っている通常のアストロサイトとは考えにくい。また 349 陽性ア
ストロサイトは，同一条件下で染色しても個体によって 細胞数，染色の強度，細胞の状態な
どに大きな差があり，また飼育温度等により染色性の差が顕著であったため外的な刺激に対す
る反応性を持つのではないかと疑われた。そこで 針で視蓋部の頭蓋骨を突き脳に損傷を与え
たもの，高い水温において飼育したもの，低酸素の環境で飼育したもの，この 3 つの刺激に対
してどのような挙動を見せるかを調査したところ，およそ 4 日目をピークとして細胞数の増加
と染色性の増加傾向が見られた。低酸素環境と高温での飼育個体では，顕著な細胞数増加と脳
内分布の広域化が見られた。 このことから，349 抗体陽性アストロサイトは個体が受けた外部
刺激によって活性化している可能性が高いと考えられる。
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ZP-03 

 

ゼブラフィッシュ中枢神経系におけるオリゴデンドロサイト 

○濱口 侑也，中安 博司 （岡山大・理・生物） 

Hamaguti Y, Nakayasu H : A subtype of oligodendrocyte in zebrafish CNS. 

 

 オリゴデンドロサイトは中枢神経系におけるミエリン形成細胞であり，多数の突起を持ち数

十本の神経軸索を束ねてミエリンを形成する。有髄神経線維には軸索の長さ，樹状突起の形状

などの違いから多くの種類がある。それらのような多種の神経線維に対して，1 種のみのオリ

ゴデンドロサイトが関与しているのだろうか。機能別に複数種のオリゴデンドロサイトが存在

し，それぞれの標的の神経線維に対してミエリンを形成しているという，オリゴデンドロサイ

トのサブタイプ仮説が考えられる。 

 今回用いた E24 抗体は，軸索を認識するモノクローナル抗体であり，比較的太い軸索のミエ

リンのみが染色されていた。視神経や第八脳神経，迷走神経などもはっきりと染色されている。

実際，既知の抗オリゴデンドロサイト抗体である F-1 抗体を用いた染色結果と比較すると，E24

抗体の場合は，F-1 抗体の場合の染色像と比べ，脳内でも高々数十本程度の非常に太い軸索だ

けに限定されていることが分かる。また，蛍光染色を行うと軸索のすぐ近傍に核を持つことが

確認され，E24 抗体が結合するのは中枢神経系に存在するシュワン細胞様のミエリン形成細胞

であると考えられた。末梢神経系の再生にはシュワン細胞が大きなカギを握っていることが知

られているが，もしこの細胞が中枢に存在するシュワン細胞ホモログであれば古くから知られ

ている魚類の中枢神経系の再生の謎も解明できることになる。 

 

 

 

ZP-04 

 

アンギオテンシン II の静脈内投与はラット海馬の神経新生を促進する 
○小山 友香，椋田 崇生，古川 康雄 （広島大・院総合科学）  

Koyama Y, Mukuda T, Furukawa Y : Intravenous injection of angiotensin II enhances hippocampal 

neurogenesis in adult rat. 

 

海馬の神経新生は，適度な運動により促進されるが，この促進効果はアンギオテンシン II

（AII）Ⅰ型受容体（AT1R）を阻害すると抑制される。しかしながら，このときに作用すると

考えられる AII が末梢に由来するものであるか，中枢に由来するものであるかは明らかになっ

ていない。本研究では，血中の AII が神経新生を促進するか否かを調べるために，心房留置カ

テーテル法を用いてラットに AII を投与し，BrdU で標識される海馬新生細胞数の変化を検討し

た。1 日 1 回 7 日間連続で AII を静脈内投与すると，BrdU 免疫陽性細胞数は，生理食塩水の投

与に比べ，約 1.5 倍に増加した（p<0.05）。これは，血中の AII が海馬神経新生を促進している

ことを示している。 

運動による神経新生は，血中 VEGF を阻害することでも抑えられることが知られている。血

中 AII が血中 VEGF 濃度を高めることで，神経新生が促進される可能性が考えられるので，AII

投与後の血中 VEGF 濃度を ELISA で測定したが，その値は用いたキットの検出限界値

（0.82pg/ml）以下であった。これらの結果から，血中 AII の一過性の増大は，体循環レベルで

の VEGF 濃度の上昇を介さず，海馬神経新生を促進する可能性が考えられる。
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ZP-05 

 

運動による血中アンギオテンシン II の変動と血液脳関門透過性 

○濱崎 佐和子，椋田 崇生，古川 康雄 （広島大・院総合科学） 

Hamasaki S, Mukuda T, Furukawa Y : Effect of running on the circulating angiotensin II and the 

permeability of blood-brain barrier. 

 

 運動による海馬の神経新生の促進には，血中の血管内皮細胞増殖因子（VEGF）やアンギオ

テンシン II（AII）の作用が必須であると考えられている。VEGF には，直接神経前駆細胞に作

用してその増殖を促進する働きとともに，血管透過性を高める働きもあるので，血中 VEGF が

脳内に入り，直接神経新生を促進する可能性が考えられる。一方，血管新生の研究から，AII

が VEGF の産生を促進することが知られているので，血中 AII は VEGF の作用を介して神経新

生を促進しているのかもしれない。しかし，運動によって血中 AII 濃度や血中 VEGF 濃度が増

加するのか，あるいは海馬の血管透過性が亢進するのかは調べられていない。そこで我々は，

運動により海馬領域の血管透過性が高まるかどうかを調べるために，ラットの血中に通常，血

液脳関門（BBB）を通過できない Evans blue（EB）を投与し，その漏出を観察した。その結果，

海馬歯状回領域で EB の漏出が認められる個体が認められたものの，特に運動との因果関係は

見出せなかった。また，運動によって血中 VEGF 濃度および血中 AII 濃度が増加するか否かを

ELISA を用いて調べたところ，運動直後の血中 AII 濃度は安静時の約 2 倍に増加したが，血中

VEGF 濃度は，安静時および運動直後ともに，検出限界値（0.82 pg/ml）を下回った。これらの

結果から，運動は血中 AII を増加させるが，血中 VEGF や血管透過性を劇的に変化させること

はないことが判った。 

 

 

 

ZP-06 

 

ラット海馬における介在ニューロンの形態と電気的性質 
○野﨑 香菜子，椋田 崇生，古川 康雄 （広島大・院総合科学）  

Nozaki K, Mukuda T, Furukawa Y : Morphological and electrophysiological properties of interneurons 

in rat hippocampus. 

 

 海馬の介在ニューロンは，錐体細胞や顆粒細胞と比較すると数は尐ないが，海馬の神経ネッ

トワークにおいて重要な役割を担っていると考えられる。しかし，その生理機能や形態には未

だ不明な点が多い。そこで，海馬の介在ニューロンの機能的，形態学的特徴を明らかにするた

めに，ラットの脳スライスを用いて，介在ニューロンからホールセル記録を行った。細胞に脱

分極性の矩形電流を与えると，多くの細胞において，連続したスパイク発火が見られた。連続

して発生するスパイク間の間隔と各スパイクの持続時間の変化の様子から，記録した細胞を大

きく 5 つのタイプに分けた。一定間隔でスパイク発火をし，各スパイクの持続時間がほとんど

変化のないタイプの介在ニューロンは，歯状回領域に見られた。細胞内染色により形態観察を

行った結果，このタイプの細胞に共通する形態的特徴として，神経突起は，歯状回門部と錐体

細胞層方向へ伸長していることが認められた。
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ZP-07 

 

チャコウラナメクジ嗅覚中枢の振動活動における FMRF アミドとセロトニンの相反する効果 
○小林 卓，朋部 真理子，松尾 亮太，伊藤 悦朗 （徳島文理大・香川薬） 

Kobayashi S, Hattori M, Matsuo R, Ito E : Opposing effects of FMRFamide and serotonin in regulation 

of oscillatory frequency in the olfactory center of Limax valentianus. 

 

 ナメクジの嗅覚中枢である前脳葉（procerebrum, PC）では，局所場電位の振動活動がにおい

情報や記憶をコードするとされている。本研究では，神経ペプチドの Phe-Met-Arg-Phe-NH2

（FMRF）アミドが PC ニューロンの自発的シナプス電流を抑制することにより局所場電位振動

数を低下させること，PC 内に FMRF アミド陽性細胞があること，PC 外部からも FMRF アミド

陽性線維が入力していることを見出した。一方で，PC 外部から PC 線維層に向けて投射してい

るセロトニン陽性細胞があり，セロトニンが局所場電位振動数を上昇させることから，FMRF

アミドとセロトニンが PC の嗅覚情報処理において相反する役割をもつことが示唆された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZP-08 

 

ゴキブリ口器付属肢の感覚神経が形成する後大脳糸球体の構造解析  

○泰山 浩司 1，松村 龍成 1，有井 達夫 2，村田 和義 2，夏秋 友香 3，西川 道子 3，横張 文 

男 3，西野 浩史 4
 （1 川崎医大・自然科学，2 生理研・脳機能計測センター，3 福岡大・理・ 

地球圏科学，4 北海道大・電子研・神経情報） 

Yasuyama K, Matsumura R, Arii T, Murata K, Natsuaki Y, Nishikawa M, Yokohari F, Nishino H : 

Structure of tritocerebral glomeruli formed by the primary sensory afferents from the maxillary and 

labial palpi of the cockroach. 

 

 昆虫口器の付属肢は食物選択や種間識別に重要な役割を果たしている。不完全変態昆虫にお

いては，口器先端の感覚子に由来する求心繊維は後大脳中の特定のニューロパイル（Lobus 

glomerulatus）に投射することが知られる。本研究ではゴキブリの小顎鬚および下唇鬚の感覚

神経をビオチンで標識し，これを透過電子顕微鏡および，超高圧電子顕微鏡により観察した。

その結果，Lobus glomerulatus 内の軸索終末は糸球体構造を示すが，そのサイズや立体構造は領

域によって異なることがわかった。糸球体構造の違いと感覚モダリティーとの対応関係につい

て考察する。
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ZP-09 

 

ダンゴムシの湿度集合の機構 

河野 拓樹，○種田 耕二 （高知大・理・生物科学） 

Kawano H, Taneda K : The mechanism of hygroaccumulation in the pill-bug, Armadillidium vulgare. 

 

ダンゴムシが湿度域に集まる機構について調べた。濾紙の中央に油性マジックで直線を引き，

片側を湿らせて観察容器の下あるいは上に置いて，乾燥・湿潤の２つの領域に分けた。この容

器内へ小さな入り口からダンゴムシを入れ，容器内での行動を DVD に記録した。この記録を

もとに，最初に進んだ方向，各領域での歩行速度や反転回数について測定した。その結果最初

に進んだ方向は，乾側と湿側どちらの方向にも偏りがなく，大触角切除個体では，乾・湿に関

係なく切除した側とは反対に回転した。これは湿度とは関係のない物理的な反応で，湿度に関

係したタキシスはないと結論した。下に濾紙を置いた場合，歩行速度は湿側で低く，乾側で高

かった。しかし小触角を切除すると，両者に差がなくなった。上に濾紙を置いた場合も同様の

結果であった。下に濾紙を置いた場合，反転頻度は乾燥域より湿潤域で高く，片方の触角を切

除しても影響を受けなかったが，小触角を全て切除すると乾湿での差がなくなった。同様の結

果は上に濾紙を置いた場合でも得られた。以上の結果より，ダンゴムシが湿度領域に集合する

のは，タキシスではなく，湿度を受容してその場所に静止するオルソカイネシスと反転頻度を

上昇させるクリノカイネシスの２つが関係していると考えた。さらに，これらの湿度受容には

主に小触角が関係しているものと推論した。 

 

 

 

ZP-10 

 

空気流刺激に対するコオロギの逃避行動に視覚情報が及ぼす影響 
○松山 茜 1，田桑 弘之 2，加納 正道 1 （1 愛媛大・院・理工、2 放医研・分イメ） 

Matsuyama A, Takuwa H, Kanou M : Effects of visual information on wind-evoked escape of the 

cricket, Gryllus bimaculatus. 

 

 これまでの研究で，コオロギに対して視覚刺激としてシェルターを提示しながら，後方から

空気流刺激を与えると，シェルターの位置に依存して逃避の体軸の回転方向が変化する事がわ

かっている。この結果は，空気流刺激による逃避行動時の体軸方向の決定に，視覚情報が関与

することを示唆している。 

 本研究は，視覚刺激の位置と空気流刺激の方向とが逃避方向あるいは逃避時の体軸の回転に

およぼす影響をさらに詳細に調べることを目的とした。コオロギの正面にシェルターを提示し，

空気流刺激を左右後方 30°，60°，90°から与えコオロギの逃避行動を調査した。実験の結果，

コオロギが逃避を行う方向と視覚刺激の位置との関係が体軸の回転の割合を決定する可能性が

示唆された。さらに高速度撮影（毎秒 420 フレーム）で逃避行動時のコオロギの動きを詳細に

撮影し，コオロギの体軸回転決定に関与する行動について解析を行ったので，これらの結果を

報告する。
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トビハゼは自己の左右を認識できるのか？ 
○早瀬 智子，椋田 崇生，古川 康雄 （広島大・院総合科学） 

Hayase T, Mukuda T, Furukawa Y : Are mudskippers conscious of their right from left? 

 

 トビハゼ Periopthalmus medestus は魚類でありながら，陸に上がることを好む魚である。また，

潮間帯に生息する魚であるので淡水より海水を好む。本研究室では，トビハゼのこれらの性質

を利用して，魚類の空間学習とそれに関わる脳領域の探索を試みている。今回は，トビハゼが

自己の左右を認識できるか否かを検討した結果について報告する。  

 暗幕によって周囲の視覚的手がかりを完全に遮蔽した区画に実験アリーナを設置し，その中

に，海水（SW）または淡水（FW）で満たしたシャーレを一つずつ置いた。トビハゼをこのア

リーナに入れて，30 分間自由に探索を行わせ，トビハゼが SW が入ったシャーレの位置を記憶

できるかを検討した。トレーニング時には，トビハゼの投入口から見て左側に SW，右側に FW

の入ったシャーレをおいた。テスト時には，それぞれのシャーレを空にして同様な実験を行っ

た。その結果，トレーニング時に SW 嗜好性を示した個体は，テスト時にも左側のシャーレを

選択することがわかった。今回はシャーレの位置に関する視覚的手がかりがほぼない条件での

実験であるので，トビハゼは自己の左右を認識してシャーレの位置を記憶していると考えられ

る。現在，一旦学習させた後で，シャーレの位置を逆転させた場合に学びなおすことができる

かどうかを検討しており，その結果についてもあわせて報告する。 

 

 

 

ZP-12 

 

マウス視床下部における摂食調節に関わる新規遺伝子の mRNA 発現解析 
○佐藤 真実，岩越-浮穴 栄子，浮穴 和義 （広島大・院総科・生命科学） 

Sato M, Iwakoshi-Ukena E, Ukena K : Analyses of the mRNA expression of novel food 

intake-regulating genes in the mouse hypothalamus. 

 

 我々は，鳥類の視床下部摂食調節中枢に高い発現を示し，神経ペプチドの前駆体タンパク質

をコードしていると考えられる新規遺伝子（コードネーム N1 と N1-like）を発見している。こ

れら新規遺伝子がコードする神経ペプチドの作用機序を解明するためには神経ネットワークの

理解が必要である。そこで免疫組織化学的解析を試みたが未だ成功していない。従って，今後

は緑色蛍光タンパク質をプロモーターに繋いだトランスジェニックマウスを作製し解析を行う

計画を立てている。また，将来的にはノックアウトマウス等の遺伝子改変動物の作製も必要と

なる。そこで，本研究では遺伝子改変技術が確立しているマウスにおける新規遺伝子の mRNA

発現解析を行うことを目的とした。cDNA クローニングにより前駆体タンパク質にコードされ

ている成熟ペプチドは，N1 が 80 残基，N1-like が 88 残基であると予測された。また，リアル

タイム RT-PCR 法により N1 mRNA は視床下部基底部 (Mediobasal hypothalamus; MBH) に多く

発現しており，N1-like mRNA は MBH に加え間脳や精巣にも多く発現していることが分かった。

さらに，in situ ハイブリダイゼーション法により N1 と N1-like mRNA 発現細胞は共に弓状核の

尾側部位に検出された。最後に，24 時間絶食後の mRNA 発現変動を解析したところ，N1 と

N1-like mRNA は有意に増加した。これらの解析から，新規遺伝子は摂食促進に関わる遺伝子で

あることが示唆された。
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ZP-13 

 

ヨーロッパモノアラガイ中枢神経系における神経型一酸化窒素合成酵素遺伝子の発現解析 
○定本 久世，國友 美江，儀間 祐希，伊藤 悦朗 （徳島文理大・香川薬） 

Sadamoto H, Kunitomo M, Gima Y, Ito E : Neuronal nitric oxide synthase in the central nervous system 

of the pond snail Lymnaea stagnalis. 

 

 脊椎動物脳では神経型一酸化窒素合成酵素（neuronal nitric oxide synthase, nNOS）はタン

パク質相互作用に必要な PDZ ドメインを有し，シナプス部位に局在する。一方，無脊椎動

物の中枢神経系においても NO が機能しているとの報告は多いものの，nNOS 遺伝子の単離

例はほとんどなかった。 

 本研究では淡水棲巻貝ヨーロッパモノアラガイ Lymnaea stagnalis 中枢神経系から nNOS

様分子 LymNOS3 を同定し，定量性 RT-PCR と in situ hybridization により神経節および単一

ニューロンレベルで遺伝子発現解析を行った。その結果，LymNOS3 が他の NOS 遺伝子よ

り高発現し，mRNA の発現分布は NOS 酵素活性の分布と一致することを見出した。以上の

結果から，モノアラガイ中枢神経系で主に機能する NOS が LymNOS3 であることが示唆さ

れた。 

 

 

 

 

 

 

 

ZP-14 

 

軟体動物アメフラシの神経ペプチド(NdWFamide)がもつ２つの前駆体遺伝子のクローニングと

発現解析 

○森下 文浩 1，古川 康雄 2，松島 治 3
 （1 広島大･院理･生物科学，2 広島大･院総科・神経生物，

3 広島工大･環境・地球環境） 

Morishita F, Furukawa Y, Matsushima O : Molecular cloning and expression of two precursor genes of 

a neuropeptide, NdWFamide, in the Aplysia ganglia. 

 

 NdWFamide は D 型トリプトファンをもつアメフラシの心拍動増強ペプチドである。われわ

れは，アミノ酸 87 残基からなる前駆体蛋白質をクローニングし，第 81 回東京大会で報告した。

その後，神経節より抽出した mRNA から，アミノ酸 90 残基からなり，アミノ酸配列が類似し

た前駆体を新たにクローニングした。この前駆体は，アメフラシ EST データベースに登録され

ているものと完全に一致していた。二つの前駆体遺伝子の発現部位を，Whole-mount in situ 

hybridization 法で可視化したところ，腹部神経節では 90 残基型前駆体が主に発現しており，87

残基型前駆体は尐数の神経細胞でのみ発現していた。また，一部の神経細胞では両者が共発現

することが示唆された。
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ZP-15 

 

絶滅危惧両生類イシカワガエルの皮膚から単離した 9 種類の抗菌ペプチド 

岩越-浮穴 栄子 1，○浮穴 和義 1，沖本 愛子 2，曽我 美幸 2，岡田 玄也 2，佐野 尚美 2，藤井 保
2，菅原 芳明 2，住田 正幸 3

 （1 広島大・院総科・生命科学，2 県立広島大・人間文化・健康，
3 広島大・院理・両生研） 

Iwakoshi-Ukena E, Ukena K, Okimoto A, Soga M, Okada G, Sano N, Fujii T, Sugawara Y, Sumida M : 

Nine antimicrobial peptides from the skin of the endangered frog Odorrana ishikawae. 

 

 日本で最も美しいと言われるイシカワガエル（Odorrana ishikawae）は，奄美大島と沖縄本島

の固有種で個体数が年々減尐しており，環境省レッドリストで絶滅危惧種（IB 類）に，鹿児島

県と沖縄県で天然記念物に指定されている。広島大学両生類研究施設では本種の人工繁殖に成

功している。本研究では，イシカワガエルの自然免疫システムの様態を探る目的で皮膚に存在

する抗菌ペプチドの探索を行った。まず，生化学的及び分析化学的手法による抗菌ペプチドの

同定を試みた結果，9 種類の抗菌ペプチドを単離・同定した。さらに，これら分子の前駆体 cDNA

クローニングの結果，全ての前駆体 cDNA を同定した。推定される前駆体タンパク質は，シグ

ナルペプチド・酸性スペーサー・プロセシングサイト・抗菌ペプチドという 4 つのモチーフか

らなる共通構造を持っていることが明らかになった。最後に，同定した 9 種類の抗菌ペプチド

を用い，グラム陰性菌・グラム陽性菌・真菌に対する最小発育阻止濃度を測定することで抗菌

活性を評価した。 

 

 

 

 

 

ZP-16 

 

ヨコヤアナジャコと共生するマゴコロガイの初期生活史 

○佐藤 あゆみ 1，山田 ちはる 2，伊谷 行 1
 （1 高知大・院・教育，2 島根県・松江水産） 

Sato A, Yamada C, Itani G : Early life history of Peregrinamor ohshimai (Bivalvia: Mollusca) 

symbiotic with Upogebia yokoyai (Decapoda: Crustacea). 

 

 甲殻類の体表に付着共生する二枚貝はきわめて稀であるが，なかでもマゴコロガイは背腹に

扁平な形態と寄生的な生態を有するため，最も特異である。本研究では，ヨコヤアナジャコと

共生するマゴコロガイに刺激を与えて幼生の放出を誘発し，人工気象器中で幼生の飼育を行っ

た。放出された幼生はヴェーラムを用いて浮遊するヴェリジャー幼生であり（平均殻長 206 µm），

餌料として与えた珪藻類（Chaetoceros）を摂餌した。足が生えた変態期幼生が出現したのは 18

日目からであり，ヴェーラムの消失した着底期幼生は 36日目まで観察された（平均殻長 332 µm）

が，宿主のいない状態ではこれ以上は発生が進まなかった。干潟の砂泥を敷き詰めたシャーレ

に着底期幼生を入れると，すみやかに砂泥に潜る行動が観察されたため，宿主への着底は泥中

もしくは巣穴の中であることが示唆された。発表では，幼生形態の記述も行う。 
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ヨコヤアナジャコの生活史特性から見た種内地理的変異 

○山崎 美穂，ウバルド・ジョナサン・ピノ，南里  敬弘，三枝 誠行 （岡山大・院・自然科学） 

Yamasaki M, Pino UJ, Nanri T, Saigusa M : Latitudinal and local variations of the life history 

characteristics of the thalassinidean decapod, Upogebia yokoyai. 

 

  ヨコヤアナジャコ（Upogebia yokoyai）は，陸奥湾（青森県）から西表島（沖縄県）に至る

まで，日本列島の沿岸域の干潟に広く分布する。本研究では，瀬戸内海沿岸から南西諸島にわ

たり，ヨコヤアナジャコを採集し，地域個体群の体長と緯度の相関を調べた。その結果，低緯

度ほど小さな体長の個体群が多く，高緯度には大きな体長の個体群が多く見られた。しかし，

同程度の緯度の地点であっても最大コホートの平均体長にかなりの違いがある個体群が見られ

た。よって，種内地理的変異の原因を明らかにするため，体長の大きく異なる 2 つの地域個体

群に焦点を当て，小さな体長の個体群として甲殿川個体群（高知県）と，大きな体長の個体群

として，佐方川個体群（広島県）を選び，月 1～2 回の割合で採集を行い，個体群の年令組成を

推定した。また，個体群密度，および各々の個体群の生息環境のパラメータとして採集時の水

温，塩分濃度，表土の有機物量，海水のクロロフィル量を計測した。 

 甲殿川個体群は年間を通して成長量が尐なく，最大体長が 42.8 mm まで成長した。佐方川個

体群は成長量が多く，各コホートの最大体長が 80.1 mm まで成長した。生息期間が甲殿川個体

群では 1 年から 2 年，佐方川個体群では 3 年であると推定された。表土の有機物量が甲殿川で

は年間を通して低く，佐方川では高い結果となった。生息場所の有機物量によって成長量と生

息期間が変化し，個体群の体長の違いを生じさせている可能性がある。  

 

 

 

ZP-18 

 

香川県海域におけるシャミセンガイ類およびカサシャミセン類（腕足動物門）の分布 
○吉松 定昭 1，滝川 祐子 2，明石 英幹 3

 （1 香川県赤潮研，2 香川大・農，3 香川県水試） 

Yoshimatsu S, Takigawa Y, Akashi H : Lingula spp. and Discinisca sp. (Brachiopoda) in Kagawa 

Prefecture. 

 

 腕足動物は産地・個体数ともに減尐傾向にある種を含み注目されているが，香川県海域から

の近年の学術報告は 2006 年 4 月燧灘での目視・映像記録の報告までなかった。生息が確認され

たことから，本県海域で実施されている各種の調査等の際，腕足類の採集を試みた。その結果，

シャミセンガイ類は 2009 年 12 月（備讃瀬戸，2 個体），2010 年 2 月（備讃瀬戸，1 個体），2010

年 5 月（播磨灘，1 個体），2010 年 9 月（備讃瀬戸，3 個体と片側の殻が 9 個）に採集された。

カサシャミセン類は 2010 年 12 月（備讃瀬戸，68 個体），2011 年 1 月（播磨灘，1 個体）に採

集された。腕足類のプランクトン期幼生は 2010 年 8 月中旪から各種のプランクトン調査サンプ

ルを注意して観察した結果，8 月 11 日から 10 月 14 日の間に，シャミセンガイ類幼生 4 個体，

カサシャミセン類幼生 66 個体が採集された。これらの結果から，香川県海域の広い海域におい

てシャミセンガイ類とカサシャミセン類が分布していることが明らかとなった。 



（社）日本動物学会中国四国支部 第 63 回大会講演要旨 May 14-15, 2011 

 

- 14 - 

ZP-19 

 

ショウジョウバエにおける内部共生細菌 Wolbachia の分布と分子系統 
○加藤 雄大，市薗 天馬，岡村 健一郎，和多田 正義 （愛媛大・理・生物） 

Katoh TK, Ichizono T, Okamura K, Watada M : Distribution and molecular phylogeny of Wolbachia 

endosymbiont in Drosophila. 

 

 ショウジョウバエ科はカブトショウジョウバエ亜科とショウジョウバエ亜科という 2 つの亜

科で構成されている。ショウジョウバエにおける Wolbachia の研究は広く行われているが，調

査されている種はほとんどがショウジョウバエ亜科に属し，そのなかでも採集・飼育が容易な

種が主である。本研究では飼育系統のショウジョウバエに加え，カブトショウジョウバエ亜科

を中心とした採集・飼育が困難な種についても Wolbachia の感染を調査した。さらに，感染し

ていた Wolbachia については分子系統学的解析を行い，分子系統樹を作成した。その結果，カ

ブトショウジョウバエ亜科に属するショウジョウバエにおいて，高頻度の Wolbachia 感染およ

び多重感染が確認された。また，極めて類縁の遠いショウジョウバエ間において，Wolbachia

の水平伝達を強く示唆する結果も得られた。 

 

 

 

 

 

 

ZP-20 

 

ヒメアカタテハの蛹体色発現に及ぼす前蛹期の温度入替えの影響 

林 絵里 1，Islam ATMF2,3，林 友萌子 1，北沢 千里 4，○山中 明 1,2 （1 山口大・理・生物・化学，
2 山口大・院医系・応用分子生命科学，3Institute of Food and Radiation Biology, AERE， 4 山口大・

教育・理科教育） 

Hayashi E, Islam ATMF, Hayashi T, Kitazawa C, Yamanaka A : Effect of temperature transfer during 

pharate pupal stages on the pupal color development of the painted lady butterfly Vanessa cardui. 

 

 ヒメアカタテハの蛹には淡色と暗褐色の体色があり，前蛹期に高温を経験すると淡色に，低

温では暗褐色の蛹となるが，蛹体色の詳細な決定時期については明らかにされていない。本研

究では，25℃・長日（16L:8D）で飼育したヒメアカタテハを前蛹期の糸かけ時期に胸腹部間を

結紮し，その後に経験させる温度と時間を変えることにより，前蛹期のいつの時点で蛹体色が

淡色あるいは暗褐色に決定されるのかを調べた。温度の入替えは，25℃から 38℃および 38℃か

ら 25℃とした。 

 その結果，前蛹を結紮後，25℃・12 時間－38℃・12 時間飼育条件下での平均蛹体色変化度は

1.67，一方，25℃・14 時間－38℃・10 時間では 0.25 となった。また，38℃・12 時間－25℃・

12 時間飼育条件下での平均蛹体色変化度は 1.25，一方，38℃・14 時間－25℃・10 時間では 3.00

となった。このことから，ヒメアカタテハにおいて，外界から受容した温度の影響により蛹の

体色発現が誘導されるのは，前蛹が糸かけ開始後 12－14 時間以降であり，その前後数時間が蛹

体色の決定の時期であることが示唆された。 
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コシダカウニの発生過程における成体形質の異時的な発現について 
○北沢 千里 1，小林 千晃 1，笠原 麻未 1，多久和 勇貴 1，山中 明 2

 （1 山口大・教育・理科教

育，2 山口大・院医系・応用分子生命科学） 

Kitazawa C, Kobayashi
 
C, Kasahara

 
M, Takuwa

 
Y, Yamanaka

 
A : Heterochronical morphogenesis of 

adult traits during the development of Mespilia globulus. 

 

 サンショウウニ科のコシダカウニの発生過程は，古くより記載されているが，その成体形質

の形成過程についてはあまり明らかにされていない。今回，本種の成体形質の形成過程を追跡

し，オオバフンウニ科のバフンウニと比較した。コシダカウニでは，プリズム期に穿孔管が両

側の体腔嚢から形成された。左側の穿孔管は，次第に背側へと移動するが，右側は消失した。

また，２腕幼生期に，左側の口側外胚葉が体内に陥入して細胞塊が形成された。この細胞塊は，

顕著に肥大し，６腕幼生期には水腔と接触して，共に成体原基を構成した。成体原基は，変態

までの間，体内で発達した。一方，バフンウニでは，プリズム期に左側のみで穿孔管が確認さ

れた。その後，羊膜陥が６腕幼生期に形成され始め，８腕幼生期までには水腔と接触し，外界

との連絡を保ったまま成体原基を発達させた。以上より，コシダカウニでも，他のサンショウ

ウニ科ウニ類と同様に，発生初期に形成された細胞塊が羊膜陥の代わりに体原基形成を担った

ことから，このグループは，細胞塊の導入により，成体原基形成に必要な時間を十分に確保で

きる発生過程を獲得したと考えられる。 

 

 

 

 

ZP-22 

 

キイロショウジョウバエにおける lozenge 遺伝子の雌不妊に関する研究 
○前田 雪恵，春木 桃佳，初見 真知子 （島根大・生科・生物） 

Maeda Y, Haruki M, Hatsumi M : Studies on female sterile of lozenge gene in Drosophila melanogaster. 

 

 Drosophila melanogaster (キイロショウジョウバエ) の lozenge (lz) 遺伝子は，X 染色体上に位

置する転写制御因子である。lz は Runt ドメインを持ち，広範囲の種で保存されている Runx フ

ァミリーの 1 つである。lz には多くの対立遺伝子が存在し，眼の形態異常を中心とする程度の

異なった様々な表現型が生じ，一部の対立遺伝子のホモ接合体では雌不妊となる。lz に関する

分子生物学的研究は，個眼の形成については多くなされているが，雌不妊についてはほとんど

報告がない。 

 Fuyama (1995) と馬場 (2003) により Lz は卵成熟・卵形成に関与していることが示された。

また RT-PCR の結果から，lz は雌特異的に卵巣以外の腹部で発現していることが示された(馬場, 

2001)。そこで，Lz 抗体を用いて Lz の局在を調査した。まず卵巣のホールマウント標本を作成

し，免疫染色を行った。ステージ 9 以降の卵室の濾胞細胞の細胞質に，ステージ 10 前後では濾

胞細胞の核にも Lz が局在していた。以上の結果より，Lz は卵巣以外の腹部で発現し，濾胞細

胞に運ばれると考えられる。 

 次に卵巣以外の腹部の脂肪体,囲心細胞,体液,消化管で Lz の局在を調べた。脂肪体,体液,消化

管を取り出し，イムノブロッティングを行い，囲心細胞は免疫染色を行い Lz の有無を調査し

た。消化管と体液に Lz の局在が見られ，脂肪体,囲心細胞には見られなかった。消化管につい

ては免疫染色を行い，Lz の局在場所の特定を試みている。 
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キイロショウジョウバエ雌雄個体間相互作用による概日リズム変調機構の解析 
○花房 志帄，富岡 憲治 （岡山大・院・自然科学） 

Hanafusa S, Tomioka K : Analysis of mechanisms underlying the circadian rhythm modulation by 

male-female interaction in the fruit fly, Drosophila melanogaster. 

 

キイロショウジョウバエ（Drosophila melanogaster）は単独時には明暗周期下で明け方と日暮

にピークを持つ双峰性の活動リズムを示すが，雌雄をペアにすると夜間の活動量が著しく増加

する。今回，この活動リズムの変化が引き起こされる機構を明らかにすることを目的として，

歩行活動リズムや脳内時計細胞の TIMELESS タンパク質（TIM）発現リズムを解析し，以下の

結果を得た。野生型雌と時計変異体 per
s 雄のペアでは，野生型ペアと同様に夜間の活動が増加

し，per
s 特有の明期中ごろのピークが消失するが，per

s 雌と野生型雄のペアでは，夜間の活動

の増加に加えて per
s 特有のピークも現れることから，ペア時のリズム変化は雄のリズム変化に

よることが示唆された。行動の詳細な観察から，雌雄ペアの消灯後の活動量の増加は，雄の求

愛行動によることが判明した。さらに，ハエ脳内時計細胞を 6 群に分け，それぞれの TIM 発現

を免疫組織化学により解析したところ，TIM は単独時には通常暗期にピークを持つ周期的発現

を示したが，雌雄ペア時の雄では TIM 発現レベルの低下とともに DN1，LNd 細胞群で発現ピ

ークの位相後退が観察された。雌では，幾分 TIM 発現レベルが低下したが，雌雄ペア時と単独

時で発現ピークの位相に大きな変化は観察されなかった。以上の結果から，雌雄個体間相互作

用は主として雄の行動の変化によるものであり，この行動変化に雄の脳内時計細胞の関与が推

定された。 

 

 

ZP-24 

 

コンピュータシミュレーションによるミツバチの採餌戦略の解析 
○岡田 龍一 1，池野 英利 2，木村 敏文 2，大橋 瑞江 2，青沼 仁志 3，伊藤 悦朗 1

 （1 徳島文理

大・香川薬，2 兵庫県立大・環境人間，3 北海道大・電子研） 

Okada R, Ikeno H, Kimura T, Ohashi M, Aonuma H, Ito E : Computational analysis of foraging strategy 

in the honeybees. 

 

 ミツバチは訪れた花の位置を 8 の字ダンスによって巣内の他のミツバチに伝えることで効率

的な採餌をしていると考えられている。われわれは，採餌におけるダンス行動の効果を検討す

るために，ミツバチの様子をビデオで記録して得た行動パラメータをもとに，ミツバチの採餌

行動のコンピュータシミュレーションを行っている。前回大会では，ダンスを行うコロニーは

ダンスを行わないコロニーに比べて明らかに多くのミツバチが餌場を訪問することを報告した。 

 今年度は，ダンス行動に含まれている餌場の位置情報の誤差が採餌戦略にどのような影響を

与えるかをシミュレーション実験で調べた。餌場をつねにランダムに探索するコロニー（コロ

ニー１），餌場の位置を記憶するが情報を伝えないコロニー（コロニー２），餌場の位置を記憶

するが不正確な情報を伝えるコロニー（コロニー３），餌場の位置を記憶して一定の誤差情報の

もとに餌場の位置情報を伝えるコロニー（コロニー４），の４つの仮想コロニーを設定した。餌

場の方向情報の誤差を 0，5，10，15，30，60 度にした。さらに，各誤差について，餌場の数が

2，5，7，10 の場合と巣から餌場までの距離を 400，750，1000，1250，1500， 1750，2000 m の

場合の全ての組み合わせで試した。その結果，コロニー４は誤差が小さいときはほとんどの場

合で有効な戦略となっていた。さらに，餌場の距離が離れれば離れるほど，誤差が小さくなる

必要性が示された。これは，ミツバチの行動学的実験との研究例とも合致していた。 
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マウス子宮におけるインスリン様成長因子１遺伝子の転写制御に関わる発情ホルモン受容体         

の解析 
○小郷 由貴 1，谷内 秀輔 1，工藤 季之 2，竹内 栄 1，高橋 純夫 1（1 岡山大・院・自然，2 就実

大・薬） 

Ogo Y, Taniuchi S, Kudo T, Takeuchi S, Takahashi S : Analysis of estrogen receptors involved in the 

regulation of insulin-like growth factor 1 gene expression in the mouse uterus. 

 

 インスリン様成長因子１遺伝子(Igf1)の転写は，子宮ではエストロゲンによって促進される。

子宮には，エストロゲンの核受容体である ERα 及び ERβ と，膜受容体である GPR30 の mRNA

が発現している。本研究では，マウス子宮内膜間質細胞の初代培養系を用いて，Igf1 発現制御

における各受容体の役割の解析を行った。 

 子宮内膜間質細胞に estradiol-17β(E2)を投与すると，Igf1 mRNA 発現量が増加した。一方，

GPR30 の agonist である G1 を投与しても，Igf1 mRNA 発現量に変化はなかった。また，cAMP 

response element を組み込んだ Luciferase Reporter 遺伝子を間質細胞に導入し，E2 を投与しても，

Luciferase 活性は上昇しなかった。次いで，ERα と ERβ を初代培養細胞に過剰発現させた上で

E2 を投与したが，E2 に対する応答性に差はなく，どちらの場合も Igf1 の転写を促進した。以

上の結果から，Igf1 転写制御に GPR30 は関与しておらず，ERα と ERβ は Igf1 転写制御に関し

てその機能に違いはないことが考えられる。
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バナジウム暴露で発現が制御されるカタユウレイボヤの遺伝子解析 

○久米 悟士，植木 龍也，道端 齊 （広島大・院理・生物） 

Kume S, Ueki T, Michibata H : Gene expression analysis on the effect of vanadium ions in an ascidian 

Ciona intestinalis. 

 

 我々は，ホヤの高選択的バナジウム濃縮機構とバナジウム還元機構に関わるタンパク質の単

離と解析を行い，多くのタンパク質を同定してきた。しかし，これらのタンパク質の遺伝子発

現機構さらに代謝経路については不明のままである。一方，血球中に 0.6 mM のバナジウムを

含有するカタユウレイボヤは，ドラフトゲノム配列の解読が終了し，全遺伝子に対応するマイ

クロアレイチップが作成されている。そこで，本研究ではカタユウレイボヤの未成熟個体を 1 

mM の五価ならびに四価バナジウム溶液に 24 時間暴露した後 mRNA を抽出し，マイクロアレ

イによって遺伝子の発現変動を解析した。その結果，バナジウム結合タンパク質 CiVanabin，金

属輸送に関わる膜輸送体，さらに液胞型 H
+－ATPase など様々な遺伝子に変化がみられた。中

でもグルタチオン代謝に関連する遺伝子の多くで変動がみられた。そこで，成熟したカタユウ

レイボヤを同条件でバナジウム溶液に暴露し，器官ごとにグルタチオン関連の遺伝子群の

RT-PCR 解析を行った。その結果，エラや腸において，四価バナジウム処理によってグルタチ

オン合成に関わる遺伝子の発現上昇がみられ，各器官のバナジウム濃度の増加も五価バナジウ

ム処理より顕著であった。今回の結果は，ホヤにおけるバナジウムの代謝経路に，グルタチオ

ンを介したバナジウムの還元・濃縮機構が関与することを示唆している。 

 

 

 

ZO-02 

 

バナジウム結合タンパク質 VBP-129 の欠失変異体作成と金属結合能の解析 

中川 貴文，○植木 龍也，道端 齊 （広島大・院理・生物） 

Nakagawa T, Ueki T, Michibata H : Analysis on the metal-binding ability of the vanadium-binding 

protein VBP-129 and its deletion mutants. 

 

 ホヤ類は，海水中に五価で溶存しているバナジウムを高選択的に体内へ取り込む。取り込ま

れたバナジウムは四価を経て最終的に三価にまで還元され，血球の一種であるシグネットリン

グ細胞（バナドサイト）に高濃度に濃縮される。これまでのスジキレボヤ Ascidia sydneiensis 

samea を用いた研究で，腸に局在する AsGST，バナドサイトに局在する Vanabin1~4，血漿中に

局在する VanabinP，VBP-129 など様々なバナジウム結合タンパク質が単離されている。VBP-129

は，他の生物ではホモログが見つかっていない 129 アミノ酸残基のバナジウム結合タンパク質

で，その内部 41 アミノ酸を欠失した VBP-88 タンパク質はバナジウムと結合しないことから，

欠失した部位付近にバナジウム結合に関与する重要な部位が存在することが示唆される。そこ

で本研究では，まず VBP-129 の部分配列のみからなる組換えタンパク質（VBP-Int41，VBP-N52，

VBP-Int55）を作成し，IMAC 法によってそれらの金属結合能を調べた。次にバナジウムと結合

能を示した VBP-Int55 についてアミノ酸変異体を作成して解析したところ， 47 番目のシステ

インと 50 番目のリシンがバナジウム結合に重要な働きをしていることが判明した。また，ESR

法(電子スピン共鳴法)を用いた研究により，VBP-129 と VBP-Int55 にはそれぞれ 4 個と 2 個の

バナジウムが結合することが明らかとなった。 
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ZO-03 

 

バナジウム結合タンパク質 Vanabin family の五価バナジウム還元能の解析 

○木水 朊也，北山 寛貴，植木 龍也，道端 齊 （広島大・院理・生物） 

Kimizu T, Kitayama H, Ueki T, Michibata H : Analysis on the vanadium reductase ability of the 

vanadium-binding protein Vanabin family. 

 

 アスキジア科のホヤは，海水中に溶解しているバナジウムを血球細胞（バナドサイト）に高

濃度に濃縮する。その過程でバナジウムは五価から四価を経て三価に還元される。スジキレボ

ヤからはバナジウムと結合するタンパク質 Vanabin が単離され，それらの遺伝子がクローニン

グされている。Vanabin はバナドサイトに 4 種類，また血漿中に 1 種類存在し，Vanabin ファミ

リーを形成している。その中の Vanabin2 は立体構造が解析され，9 対のジスルフィド結合（SS

結合）を持つ。その後，Vanabin2 はグルタチオン(GSH)存在下で五価バナジウムを四価に還元

するバナジウム還元酵素であることが EPR(電子スピン共鳴法)等を用いた実験により明らかと

なった。5 種類の Vanabin はそれぞれバナジウムとの結合数や局在が異なる。さらに Vanabin 間

で相互作用することや Vanabin2 はバナジウム以外の遷移元素に対しても結合能を示すことが

明らかにされている。本研究では，Vanabin2 と相互作用する Vanabin1 と膜親和的に局在する

Vanabin4 のバナジウム還元能を測定した。その結果，それぞれの還元能には違いがあることが

示唆された。また Vanabin2 と種々の遷移元素(Mn
2+，Co

2+，Ni
2+，Cu

2+，MoO4
2-，WO4

2-
)に対す

る還元能を検討した結果，これらの遷移元素では有意な還元反応が認められなかった。 

 

 

 

 

 

ZO-04 

 

イモリ受精時の卵付活分子の作用機構と種特異性 
○岩尾 康宏 1，原田 裕一郎 2

 （1 山口大・院医系・応用分子生命科学，2 国立成育医療研究セン

ター・生殖・細胞医療） 

Iwao Y, Harada Y : Mechanisms of egg activation by a sperm factor at newt fertilization and its species 

specificity. 

 

 動物の未受精卵は精子が進入すると卵内 Ca
2+濃度が上昇し，卵が付活して発生が開始する。

我々は生理的多精受精をおこなう有尾両生類イモリでは精子細胞質中のクエン酸合成酵素

（CS）が卵付活分子であることを明らかにしている。今回，CS による卵付活の分子メカニズ

ムを明らかにするため卵内での Ca
2+濃度上昇のしくみを詳しく検討した。また，卵付活分子の

種特異性と多様性と進化を明らかにするため，単精受精をおこなう無尾両生類アフリカツメガ

エルの精子細胞質中には卵付活活性は存在せず，ツメガエル卵での卵付活は精子と卵の接着に

よるシグナル伝達で起きることと考えられる。
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ZO-05 

 

両生類四肢筋の由来に関する謎をウーパールーパーの再生システムを使って解明する 

○佐藤 伸 （岡山大・異分野融合先端研究コア）  

Satoh A : A brand-new study system of axolotl limb regeneration reveals a mystery about amphibian 

limb muscle development. 

 

 四肢筋は高等脊椎動物では胚発生期に一時的に存在する「体節」と呼ばれる部分の一部が肢

芽内に移入することで作られる。ところがカエルなどの両生類では四肢はオタマジャクシと呼

ばれる幼生期に作られるため，体節といった胚発生期に現れるものはない。カエルの四肢筋の

形成過程などについてはほとんど明らかにされてこなかった。私たちはこの問題に有尾両生類

の新しい四肢再生モデルを使用して迫ることができたと考えている。この新しい四肢再生モデ

ルは「蛇足モデル」と呼んでいるもので，成体個体のわき腹から新しい四肢を誘導するという

ものである。この際に誘導される四肢には通常肢と遜色のない筋組織があることも確認してい

る。わき腹に誘導された構造であり，当然の結果として誘導肢にある筋細胞はわき腹に由来す

るだろう。実際実験的にも体側からの筋細胞の供給の確証を得ることができた。この実験が示

すことは付属物（四肢やヒレなど）を作る原基が誘導されさえすれば，その原基が例え「体節」

でなくとも，基部に存在する適当な場所から筋細胞を「引っ張り込む」という普遍的なメカニ

ズムが見えてくる。この概念を両生類の四肢筋発生に応用すればカエルの筋形成の謎が解ける。

今回の知見は教科書の「四肢筋は体節の一部が移入する」という文体を「四肢筋は肢芽によっ

て基部側に存在する Myogenic な細胞が誘引されることで形成される」という文体に書き換え

ることができるものである。 

 

 

 

ZO-06 

 

成体ナメクジにおける体のサイズの巨大化はニューロン DNA の増幅を伴う 

○松尾 亮太，山岸 美貴，伊藤 悦朗 （徳島文理大・香川薬） 

Matsuo R, Yamagishi M, Ito E : DNA endoreplication in the brain neurons during body growth of an 

adult slug. 

 

 通常，ほとんどの動物のニューロンは 2 倍体のゲノム DNA を持つが，軟体動物腹足類の脳

に認められる巨大ニューロンの DNA は大幅に増幅していることが知られている。DNA 増幅は，

体の成長に伴ってニューロンがより大きな領域に投射し，物質合成能と輸送能を高めるために

起こると考えられているが，これを実験的，定量的に調べた研究は存在しなかった。そこで我々

は，成体に対して過剰量のエサを与えることで体のサイズを大幅に増加させたナメクジと，絶

食により体重増加を抑えたナメクジを用意し，それぞれの脳を組織学的，分子生物学的手法に

より調べた。その結果，（１）飽食により体が大きくなったナメクジでは，脳のニューロンも巨

大化すること，（２）食道下神経節ニューロンの細胞体の巨大化が最も顕著であること，（３）

脳とニューロンの巨大化は，ニューロンにおける DNA 合成を伴うこと，（４）巨大化したニュ

ーロンでは遺伝子発現も亢進していること，を明らかにした。本研究により，体重増加と脳，

ニューロンのサイズ，およびニューロンの核 DNA 増幅との間の関係が明らかになり，ナメク

ジの脳では，DNA 増幅を介して遺伝子産物量を増やすことで，ひとつひとつの脳ニューロンを

巨大化させていることがより強く示唆された。
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ZO-07 

 

セトウチマイマイ(Euhadra subnimbosa)における日周活動と摂食回避学習 
○長谷井 宏平，桑澤 清明 （岡山理科大・理・基礎理学科） 

Hasei K, Kuwasawa K : Avoidance conditioning with food in the land snail Euhadra subnimbosa. 

 

 セトウチマイマイの活動の日周期性を利用して，動物が活動的な時間帯を選び，摂食回避条

件付学習行動を調べた。明帯 8-11 時，暗帯 20-22 時の時間帯で学習行動実験を行った。小型個

体(体重約 1-1.7 g)では学習行動は観察されなかったが，これ以外の個体ではどちらの条件下で

も，28 匹中全個体で学習行動が観察された。学習獲得個体に引き続き試行をさせて獲得学習を

消失するまでの時間を調べた。獲得学習の持続時間は体重約 1.8 g の個体では学習持続時間は

約 1 時間 10 分，体重約 2 g の個体では約 2 時間 40 分だった。学習能力は個体が成長するにつ

れて高まり獲得学習の持続力も長くなることが分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

ZO-08 

 

フタホシコオロギ色素拡散因子の概日時計振動機構への影響 

Ehab hassaneen
1,2，守山 禎之 1，○富岡 憲治 1

 （1 岡山大・院・自然科学， 
2
Zoology Department, 

Suez-Canal University） 

Hassaneen E, Moriyama Y, Tomioka K : Pigment-dispersing factor affects circadian molecular 

oscillations in the cricket Gryllus bimaculatus. 

 

 色素拡散因子(Pigment-dispersing factor，PDF)は昆虫脳内に広く分布する神経ペプチドで，概

日時計機構で重要な役割を担っている。フタホシコオロギ（Gryllus bimaculatus）では，PDF 発

現ニューロンは視葉内に細胞体をもち，視葉および前大脳を広く神経支配している。RNA 干渉

（RNAi）により PDF 発現を低下させると，夜行性活動リズムが減弱し，恒暗下での自由継続

周期が短縮し，かつ光同調が促進されることから，PDF がリズム制御に深く関わることが示唆

されている。今回，これらの PDFの作用が概日時計を経由するものかどうかを調べるため，RNAi

により PDF 発現を抑制し，時計遺伝子 period（per）および timeless (tim)の発現リズムを検討

した。その結果，pdf RNAi により per，tim mRNA レベルはともに減尐し，発現リズムの振幅が

低下するとともに位相も前進することがわかった。サンゴ由来の DsRed2 2 本鎖 RNA を投与し

た対照群ではこのような効果は現れなかった。一方，per，tim の RNAi は pdf 発現レベルにほ

とんど影響しなかった。これらの結果から，PDF が尐なくとも部分的に時計の振動機構に影響

することで行動リズムを制御することが示唆された。 
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ZO-09 

 

ミドリゾウリムシへの再共生過程で食胞内のクロレラがリソソーム消化酵素耐性を示す要因に

ついて 

○児玉 有紀 1，藤島 政博 2 （1 高知大・理・生物，2 山口大・院・理工・環境共生） 

Kodama Y, Fujishima M : The factor of the symbiotic Chlorella variabilis showing resistance to the 

host lysosomal enzymes during the reinfection process to the alga-free Paramecium bursaria. 

 

 繊毛虫ミドリゾウリムシの細胞質内には約 700 個のクロレラが共生している。ミドリゾウリ

ムシとクロレラの関係は相利共生であるが，互いの存在が生存に必須ではないため，クロレラ

の除去実験や再共生実験を容易に行うことが可能である。我々はクロレラの再共生過程におい

て，再共生を成立させるクロレラは宿主食胞に取り込まれた後，リソソームが融合した食胞内

で一時的に消化酵素耐性を示すことを明らかにした。食胞内に取り込まれた全てのクロレラが

消化酵素耐性を示すのではなく，一部のクロレラのみがこの耐性を示す。一部のクロレラのみ

が消化酵素耐性を示す要因を明らかにするために，クロレラの光合成を阻害した時の影響を調

べたので報告する。 

 

 

 

 

 

ZO-10 

 

小笠原諸島における近年侵入したショウジョウバエの分布と遺伝的特性 

○和多田 正義，吉岡 伸也，薦田 麻衣 （愛媛大・理・生物） 

Watada M, Komoda M, Yoshioka S : Distribution and genetic property of a newly colonizing species of 

Drosophila, D. hypocausta, in the Ogasawara Islands. 

 

 小笠原諸島において 10 年ほど前に熱帯性の Drosophila hypocausta が侵入し，従来の優占種で

ある D. simulans に次ぐ優占種になっていることが明らかになった。本研究では 2009 年 7 月か

ら 2010 年 4 月の間に，夏，冬，春と３回にわたって，小笠原諸島のショウジョウバエ相の季節

変化と生物多様性を調査した。その結果，父島では D. hypocausta が夏においては最優占種にな

っていたが，母島では固有種の D. pectinifera に次ぐ優占種であった。夏と春の採集においては

父島では D. simulans が，母島では D. pectinifera が最優占種であった。また，侵入種である D. 

kikkawai や  D. suzukii も増加しており，生物多様性は以前より増加していた。さらに，D. 

hypocausta についてはミトコンドリア DNA を用いて，父島と母島における遺伝的多様性を調査

したので，その結果も報告する。 


