発表題目 マイクロプラスチックが魚類の消化管に
及ぼす影響
学校名 海星高等学校
団体名 生物部
顧問氏名 美明 晃治
生徒氏名（学年） 高２ 中島 悠翔

研究発表要旨
１． 動機
海での採集の際、漂着ごみの回収を行ってきた。漂着ごみを回収する中で、水中に漂うマイクロプラス
チック量と水質の汚染度は比例するのではないかと私は考えた。マイクロプラスチックの増加が水質の
悪化につながり、それが水生生物に悪影響を与えることを立証することができれば、水中に漂うマイク
ロプラスチック量の増加が水生生物の生存を脅かすということになると考えた。マイクロプラスチック
が魚類に与える影響を研究することで、少しでも身の回りの人々に「海や川にゴミを捨ててはいけない。」
ということを意識してもらえるのではないかと考え、本実験を行った。
２．実験の手順
調査１：長崎南部の砂浜での漂着ごみの種類や量の調査
漂着ごみを拾い、ごみの種類を分類・軽量する。
【水槽実験】
準備：ペットボトルの蓋をヤスリ(P40)で削り、海洋中のマイクロプラスチックと見立てることとする。
作成したマイクロプラスチックを魚の餌と１：１の割合で混ぜ、実験個体に給餌する。
実験：水槽内でマイクロプラスチックを摂取した魚にどのような影響があるかを調べる。
(ⅰ)はじめに、メダカ(同程度のサイズ)を６匹用意する。
(ⅱ)1.5Ｌの水槽に用意したプラスチック入り餌を入れたもの、入れていないものを１つずつ用意する。
(ⅲ)経過を観察する。
・プラスチックが水生生物に及ぼす影響を得るため、メダカの糞は適宜除去する。
(ⅳ)金魚(同程度のサイズ)を６匹用意する。
(ⅴ)(ⅱ)と(ⅲ)と同様に試行する。
(ⅵ)実験個体の生存日数を記録する。死んだ個体を解剖し消化器官を観察する。適宜回収した糞を
針で崩し、マイクロプラスチックの有無を確認する。
３．結果・考察
［１］ 実際の海浜では、ペットボトルのゴミが多かった。
[２] 今回実験の対象とした個体の糞にはいずれもマイクロプラスチックが観察された。マイクロプラ
スチックが経口摂取され、消化管を通り糞に混じって排出されることが確認された。しかし、消化管へ
の傷害は確認されなかった。そのため、今回作成したマイクロプラスチックが実験個体の生存に悪影響
があったとは断定できなかった。今回使用した実験個体はいずれも無胃魚であったため、マイクロプラ
スチックによる物理的な影響を及ぼしにくかったものだと考えられる。従って、有胃魚で同様の実験を
う必要がある。そして、有胃魚がマイクロプラスチックによって傷害を受けるかどうかを検証したいと
考えた。

発表題目 アカハライモリの学習成立条件の検証
学校名 海星高等学校
団体名 生物部
顧問氏名 美明 晃治
生徒氏名（学年）高２（赤塚朗子・田邊ひかり・古場愛梨）
高１（筒井海翔・小川新太・原凛花）
研究発表要旨
１．動機
毎日アカハライモリに餌をあげようと飼育ケースの蓋を開けたとき、反応してくる様子を見てアカハライモリが餌
をもらえると理解しているのかと疑問に感じた。そこで一般に、犬やイルカ、マウスなどの哺乳類には学習行動が
見られるが、アカハライモリにも同様に学習行動が見られるのかを研究することにした。
２．実験内容
調査するために以下の３つの実験を行った。
【実験１】生得的な行動の有無の検証（交替性転向反応の有無）
手順１：水中に２段階T字路を置き、突き当たりを曲がる方向を記録する。
手順２：同一個体において、５回連続で検証する。
手順３：複数個体で手順１・２を繰り返し、交替性転向反応が見られる確率を求める。
手順４：オカダンゴムシの先行研究と比較する。
【実験２】特定の餌場の学習成立の有無の検証
手順１：入口直径３ｃｍのホース（長さ１０ｃｍ）内を餌場として、水中に設置する。
※餌はアカムシを使用する。
手順２：ホースの一方を塞ぎ、入口を一方に限定する。
手順３：ホース内の餌場でのみ給餌を行い、餌場に到達する時間を計測する。
手順４：１日１回１０日間連続で実験する。
【実験３】賞罰のある試行錯誤学習成立の有無の検証（短期・中期の検証）
手順１：発泡スチロールでY字路を作成する。
手順２：罰としての液体を決定する。（カルピス・酢酸・レモン水）
※片方の出口を給餌、他方の出口を酢酸滴下で賞罰とする。
手順３：１日１個体につき３回試行する（短期の検証）。
手順４：個体識別して１日３回５日間連続試行する（中期の検証）
３．結果
実験１では、アカハライモリに交替性転向反応が見られた。
実験２では、特定の餌場における学習行動は見られなかった。
実験３では、Y字路を用いた試行錯誤学習が成立していると断定できる結果は得られなかった。
４．考察
アカハライモリの天敵は、サギなどの鳥やヘビやムカデなどであり、このような天敵からの逃避するために交替性
転向反応（実験１）が備わっているものと考えることができる。また、実験２・実験３の結果から、餌場の学習や
賞罰による試行錯誤学習、学習の記憶の保持が得られないと考えられる。アカハライモリは、水中で動く餌を採餌
する。しかし、特定の餌場を保持したり特定の餌を捕獲したりするわけではない。よって、特定の場所を記憶する
よりも、より広い範囲を探索できる行動の方が生存に有利であると考えられる。従って、飼育個体が餌やりの際に
上を見上げる行動は餌やりを学習したのではなく、天敵の存在を警戒した結果の行動であり、視覚的に餌が見えた
ことで近寄ってきたものと考えられる。

発表題目 2種のヒドロ虫の選択的着生に関する研究
～共生の程度を着生率で判断しても大丈夫? ～
学校名
長崎県立長崎北陽台高等学校
団体名
生物部
顧問氏名 宮﨑 輝
生徒氏名（学年） 宮﨑諒太（2年）、岩永蒼士（2年）
山田萌楓（1年）
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(1)研究の動機と目的
私たちは、昨年度、諫早市喜々津港でアラムシロの殻表に群生する「謎のヒドロ虫」を発見し、このポリプから発生させたメデューサ
（クラゲ）形態およびＤＮＡ解析により、この種をマツバクラゲと同定できた。生物に着生したマツバクラゲ群体性ポリプの世界初の報
告となった。この両者は共生関係であるいくつかの証拠も突き止めた。また、このマツバクラゲ群体性ポリプを発見した調査地において、
ムシロガイも観察し、そのムシロガイ殻表にはタマクラゲポリプを確認できた。この両者も共生関係であることが報告されているものの、
共生関係については不明な点が多い。ヒドロ虫の仲間は世界で3200種ほどいるが、その多くは共生をしていると考えられているものの、
共生の報告例が少なく、ヒドロ虫と宿主の共生についての研究が難しい理由の一つとなっている。私たちは同所的に生息する、マツバク
ラゲ／アラムシロとタマクラゲ／ムシロガイの両者の共生関係について比較することで、ヒドロ虫と宿主貝との共生における知見を得よ
うと研究を進めた。数少ないヒドロ虫と宿主貝との共生の文献報告では、宿主貝への着生頻度を調査し着生頻度が低いと日和見的な着生
（偶然的な着生）と判断され、共生と判断されないこともある。共生ではないと判断されると研究されないことも多い。私たちはこのこ
着生率 20% 日和見的着生で共生でない?
とに疑問を感じ「本当に着生頻度が高いと共生の程度が高く、着生頻度が低いと
日和見的な着生であるのか」というテーマのもと研究を進めた。
(2)研究の方法と結果・考察
私たちが調査・実験した項目は次の4点である。
宿主貝への着生頻度で共生の程度を知ることができるのか?
① 2種のヒドロ虫（ポリプ）の宿主貝への着生頻度 【着生頻度にどの程度違いが見られるのか?】
大村湾沿岸の潮間帯における2種のヒドロ虫の宿主貝への着生頻度を、トラップ法により、ムシロガイおよびアラムシロを採集し、殻
表に着生したポリプ着生率を調査した。その結果、5～7月の調査において大村湾3か所で採集したムシロガイ（N=92）には100％のタマク
ラゲポリプの着生を確認し、マツバクラゲの18.6％と比較しても極めて高い着生頻度であった。ムシロガイへのタマクラゲポリプの100％
の着生率は、他に報告例のない高さである。
② 2種のヒドロ虫（ポリプ）の宿主貝への依存度 【日和見的か? 絶対的共生か?】
(ⅰ)依存度を単離実験から解析する
2種のポリプを宿主貝から切り離し、海水を含むシャーレで、2か月間単独培養した。その結果、タマクラゲの生存率は0％（N=20）、
マツバクラゲの生存率は100％（N=20）であり、タマクラゲポリプは明らかに生存に貝を必要としていた。
(ⅱ) 依存度をクラゲ芽の誘導の様子から解析する
この2種のヒドロ虫のクラゲ芽の形成開始箇所が異なることに気がついた。そこで、フィールド調査をして
採集した宿主貝のクラゲ芽形成パターンを3つに分け、実体顕微鏡にて調べた。その結果、ムシロガイ殻表
では殻口付近からタマクラゲポリプのクラゲ芽の形成がスタートし（93.0% N=43）、アラムシロ殻表では
殻頂付近からマツバクラゲポリプのクラゲ芽の形成が始まる（94.4% N=17）。タマクラゲにおいては、繁殖
期のムシロガイの出す何らかの物質をタマクラゲポリプが感じとり、クラゲ芽の形成を開始し、連鎖的に進
クラゲ芽は殻口付近から
行するものと思われる。つまり、タマクラゲとムシロガイの生活環をリンクさせるメカニズムがありそうだ。
連鎖的に誘導される!
③ マツバクラゲとアラムシロの共生における興味深い研究成果 【着生率の低いマツバクラゲにとっても貝への着生は重要!】
①②の結果から考察すると、アラムシロへの着生率の低いマツバクラゲポリプは日和見的着生のように
思える。しかし、マツバクラゲはアラムシロ殻表で群体性ポリプを形成すると明らかにポリプの状態がよく
なり、密生・分岐数上昇・クラゲ芽数が上昇する。また、昨年度から飼育している。アラムシロ殻表上の
マツバクラゲポリプ（一齢ポリプとする）は水温を23℃→30℃に上昇させても、クラゲ芽を誘導させること
はなかった。この一齢ポリプは新規ポリプの1/3程度の大きさと小型化しており、無性生殖の能力低下も見
られた。つまり、マツバクラゲの有性生殖は新規にポリプが成長した1年目に、生存率・繁殖率をどれだけ
上昇させられるかが極めて重要であり、マツバクラゲポリプは単独成長を選択せず、宿主貝への着生を選択
一齢ポリプは小型で
することはマツバクラゲにとって重要な繁殖戦略となる。
④ ヒドロ虫の貝への着生メカニズムの追跡 【着生頻度は着生メカニズムによって大きく左右される?】 有性生殖の能力を失っていた!
大村湾におけるムシロガイへのタマクラゲポリプの着生率は100％で、他に報告例のない高さである。
この謎を探るためにムシロガイを人工繁殖させ、卵塊の発生過程を観察したところ、ムシロガイの発生
様式は「直達型」発生であった。これまでタマクラゲポリプとムシロガイの関係において、「直達型」
発生の視点からの報告はない。また、ムシロガイの卵塊にタマクラゲのプラヌラが着生していることが
観察によって分かったため、卵塊の発生段階をステージ1からステージ4の4段階に分けて、それぞれの
ステージにおけるタマクラゲプラヌラの着生率を光学顕微鏡を用い調べた。その結果、ステージ2のベリ
ムシロガイ卵にプラヌラ幼生が
ジャー型幼生の頃からプラヌラの着生率が高くなった。このことから、プラヌラはムシロガイのベリジ
着生し待機する様子を捉えた!
ャー型幼生の頃から放出される何らかの物質に誘引されて卵塊に着生していると考えられる。また、
プラヌラは生存率の高いステージ後期の卵塊にできるだけ選択的に着生することで、ムシロガイに確実に着生できるように準備してい
ると思われる。一方、アラムシロはベリジャー型幼生の状態で卵塊から孵化するため、マツバクラゲプラヌラが卵塊に着生し待ち伏せ
したとしても、動きが素早く大量に放出されるベリジャー幼生に着生することは困難と思われる。
(3)まとめと展望
今回の研究により、ヒドロ虫と宿主貝との共生の程度を着生率から判断すると、共生に関する新しい発見を見逃す可能性があること
は明らかである。着生率はヒドロ虫と宿主貝の間でどのようなメカニズムで着生がおこるのか、また、ヒドロ虫が選択した宿主がどの
ような生活環や繁殖時期をもつかに左右され、着生率で共生の程度を捉えることには慎重な検証が必要と思われる。

発表題目 不思議! 海産マリモ?
～ワタシオグサの繁殖戦略を考える～
学校名
団体名

長崎県立長崎北陽台高等学校
生物部

顧問氏名 宮﨑 輝
生徒氏名（学年） 浦川大輝（1年）大森春音（1年）
橋村知優（1年）藤田晴大（2年）宮﨑諒太（2年）
(1)研究の動機と目的
私たちは、2020年7月に諫早市喜々津港で「海産マリモ」を発見した。北海道の阿寒湖等にみられる淡水産のマリモAegagropila
linnaei は大変有名で、北海道大学の研究報告ではマリモの形態には浮遊型・着生型・集合型（丸型）があり、集合型では遊走
子（生殖細胞）の形成能力が極めて低いことなどが報告されているものの、この生態については分かっていないことが多い。
8月、東北大学の協力で私たちが発見した「海産マリモ」のDNA解析を行ったところ、ワタシオグサCladophora albidaであるこ
とが分かった。ワタシオグサは淡水マリモと系統の近いシオグサ目の仲間である。また、日本近海で普通にみられ、20cm～30cm
程度まで比較的大型化する緑藻の一つである。「海産マリモ」については、これまで外国等の論文による報告は一つもない。
私たちは、この「海産マリモ」が波によりゆらゆらと漂い移動する様子を見て、「マリモを形成し、移動能力を向上させるこ
とはワタシオグサの繁殖戦略である」という仮説を立て、研究を進めることとした。一般にシオグサの仲間の「遊走子」の遊泳
能力は大変低いと言われている。その中でも、淡水マリモは特に遊走子形成能力が低いことが分かっている。もし、ワタシオグ
サも遊走子形成能力が低かったり、その遊泳能力が低いようであれば、マリモを形成することで大きく移動でき、繁殖域を拡大
させることが可能となるはずである。私たちは、次の点に注目し研究を進めた。
(2)研究の方法と結果・考察
① 謎の海水産マリモの同定【 海水産マリモは一体何という藻類？】
私たちは東北大学理学部生物学科の香川様の協力により、この「謎の海産マリモ」の 18S rRNA 領域のシーケンスを行い、こ
の海産マリモはワタシオグサであることが分かった。
（2021.8 月）
。その後のブラスト解析は MEGA X
(MolecularEvolutionary Genetics Analysis) を用い、私たちで解析した。

② ワタシオグのマリモの形態的特徴と生理的特徴について【～ 淡水マリモと何が違うの?】 ワタシオグサはシオグサの仲間で、通年見られ、
採集したマリモについて観察してみると、「核」（小石や貝殻）があることが分かった。 もっとも広域にリボタイプ（多型）が存在する
そこで、次の項目について調査した。
（1）核の有無とその種類
マリモ内部には、核となる小石や貝殻を100%の調査個体で確認することができた（N=18）。そのうち、
94%が礫を核としていた。淡水マリモについては、内部に核を有するタイプや有しないタイプが存在するが、 ワタシオグサマリモには
中心部に礫や貝殻などの
ワタシオグサのマリモは核を有するタイプのみである。
核が存在!
（2）核となる礫の大きさとワタシオグサ藻体の大きさの相関関係
マリモの最大径と礫の最大径をデジタルノギスを用いて計測した。また、礫の重量を測定し、礫の大きさとワタシオグサ藻体
の大きさとの相関関係を調べた。その結果、礫の大きさに関わらず、ワタシオグサの藻体の大きさはある程度の大きさまでしか
生育できていないことが分かった。マリモを形成する礫は、0.02g～0.2gの大きさのものに集中していた。
（3）ワタシオクザ藻体の大きさと分岐数との関係（マリモを形成していない個体との比較）
マリモを形成したワタシオグサ藻体を仮根のところから刈り取り、その藻体の長さを接眼ミクロメーターを用い計測し、さら
にその藻体の分岐数を調べた。その結果、藻体の大きさと分岐数の間には相関関係が見られた。県大会当日には、マリモ型のワ
タシオグサの藻体と岩場に着生した大型のワタシオグサとを比較し、両者の間に何か違いが見られるのか報告したい。
② 調査地におけるマリモの分布 【 ～調査地潮間帯において普通に見られるの? その分布の特徴は?～ 】
調査地における海産マリモの分布状況をラインセクト法とコドラート
潮間帯から潮下帯におけるマリモの分布数（個体数/m2）
法を組み合わせて、マリモの数を調査した。その結果、潮間帯上部にお
いて多く見られるもの、潮下帯においてはあまり見られなかった。この
ことは、ワタシオグサのマリモは潮の動きのもっとも影響を受けやすい
潮間帯を大きく移動することはできるものの、あまり沖合に向けて大き
く移動することは難しいものと思われる。これはマリモそのものが沖合
に移動することが難しいためか、緑藻であるワタシオグサの生理的な特
徴により沖合に移動したものは生存できないのか、今後明らかにしたい。
③ 海産マリモの移動能力
このシオグサのマリモは大きく移動できるのか? 県大会当日に、このマリモの移動能力について調査した結果を報告します。
(3)展望
このワタシオグサの遊走子の形成能力や移動能力を他種のシオグサと比較してみる必要はあるが、ワタシオグサはマリモを形
成することで生息域を拡大できることは間違いないものと思われる。また、阿寒湖の淡水産マリモにおいては、集合型と着生型
では遺伝的に異なっていることが明らかになっている。このワタシオグサにおいても、マリモ（集合型）と着生型でそのような
違いがあるのか調査していきたい。
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長崎の磯焼けを食い止めろ！Ⅳ
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5 年前の長崎市手熊の
潮間帯のヒジキの様子
昨年、今年と
このような風景を見る
ことはできなかった
長崎県の磯焼けは
全国的に見ても最も
深刻との報告もある

１．研究動機と目的
近年、日本各地の海岸において、磯焼けによる広範囲での藻場の衰退が進んでいる。磯焼けとは、海藻が著しく死滅し、その
海藻を摂食する生物の個体数が減少することである。長崎県においても磯焼けが進行し、漁業に多大な影響を与えている。長崎
県でかつて生産量一位を誇ったヒジキの生産も、水温の上昇や魚の食害による磯焼けに悩まされている。また、これまでのヒジ
キの養殖方法は「挟み込み法」という天然のヒジキを用い、仮根やその直上にある茎を含む全長 10cm 以上に成長した幼体を
ロープへ挟み込み、海面に進展し養殖する方法が行われている。この方法では藻場への負荷が大きく、磯焼けを助長させる原因
になりかねない。そこで、私達はヒジキを卵から培養する種苗生産の方法を究明し、藻場を保全することで磯焼けを食い止めよ
うと考えた。ヒジキの種苗生産は様々な研究機関や水産試験場等で行われているものの完全に成功した報告例はない。
本校生物部におけるこの研究は本年で 6 年目となる。私たちの先輩も様々な方法でヒジキ卵を成長させようとしたものの、
ヒジキの初期発芽体は成長せず、種苗生産の成功への道のりは厳しかった。しかし、3 年前に変化が起こった。ヒジキの生息す
る潮間帯は、干出による乾燥や水温や塩分濃度の急激な変化、強い日射などの環境ストレスにさらされるゾーンである。ヒジキ
がなぜこのようなゾーンに適応したのかは謎だが、私たちの先輩は、ヒジキ種苗生産の成功のカギは潮間帯の環境にそのヒント
はあると考えた。潮間帯は潮の満ち引きによる干出が見られることから「ヒジキの成長に干出が重要」と考え、ヒジキの卵を干
出ができる装置を作成し培養した。その結果、明らかにヒジキの成長にプラスの変化が現れた。しかし、10 月頃からアオノリ
などの混在藻が繁茂し、ヒジキの成長を妨げた。そこで、本年度はヒジキの生息する潮間帯は極めて紫外線量が高いことから、
「ヒジキの成長に紫外線（UV）が有効な効果を示す」と考え、干満装置でヒジキ卵を培養する方法に加え、紫外線を照射して培
養することとした。その結果、極めて高い有効性を確認することができたので、この成果について報告する。
２．研究の内容（方法・結果と考察）…「ヒジキの成長に紫外線が有効な効果を示す?」
長崎大学水産学部教授の桑野先生の協力で、6 月中旬にヒジキ卵を播き、実験を開始した。干出装置で培養する際の実験群は
次の 3 つである。
① 紫外線照射なし（栄養塩類濃度 NP10 実験スタート時点）
② 紫外線照射あり（栄養塩類濃度 NP10 実験スタート時点）
③ 紫外線照射あり（栄養塩類濃度 NP20 実験スタート時点）
一昨年度は混在藻の繁茂を避けるため、8 月中旬まで NP 濃度（栄養
塩）をできるだけ抑えて培養を進めた。しかし、それではヒジキ幼体
が大変状態が悪いまま混在藻との競争が起こり、競争に負けてしまう
白色のポリエステル製織布にヒジキ卵を播き、ヒジキが成長
と考え、本年度は実験開始時点から NP 濃度を高め、実験をスタートした。
したらロープを伸ばし沖だしできるようにした
自然界では、ヒジキ幼体は厳しい競争を乗り越えて成体にまで成長することを
考えると、今年度は混在藻の見られる状況の中でも、状態のいいヒジキ幼体を培養する方針で研究を進めることとした。
8 月頃から UV におけるヒジキ幼体の生残率に極めて高い効果が見いだされた。UV の効果は生残率の向上だけでなく、9 月下旬
からヒジキ幼体の成長にもプラスの影響をもたらした。明らか UV 照射をした条件下のヒジキ幼体の成長・状態ともに良かった。
UV がヒジキに好影響をもたらしたその理由は正確には分からないが、現在のところ UV による 3 価の鉄イオンの「光還元」によ
る効果ではないかと考えている。海水中の鉄には Fe(II) と Fe(III) がある。酸素が十分ある海水では Fe(III) が安定である
が，ほとんどは 3 価の水酸化鉄になり海水には僅かしか溶けないと考えられている。鉄は、海洋性植物プランクトンや藻場を形
成する藻類において、光合成・呼吸電子伝達やクロロフィル合成等に大変重要な役割を果たす。しかし、海水の㏗ 8 付近では鉄
のほとんどは 3 価水酸化鉄（固体）とし、その溶解度は極端に低く，植物プランクトンや藻類による鉄摂取にとって極めて不利
と考えられる。しかし、北海道大学による報告で、海洋中では、UV により 3 価鉄が 2 価鉄に還元されることが分かっている。今
回のヒジキの種苗生産においても、UV による光還元が初期の生残率やその後の成長に好影響をもたらした可能性は十分に考えら
れる。6 年目となるヒジキの種苗生産は今までになく順調に進んでいる。このまま順調に成長すれば、冬に初めて「沖だし」を
実施予定である。ヒジキの種苗生産の成功に向けて、
調査卵数
生存数（ヒジキ初期発芽体）
生残率（%）
ヒジキの成長に UV がもたらす効果を、今後もしっか
UV あり①
482
402
83.4
りと検証していきたい。
UV なし②
334
218
65.3
UV 照射による
生残率と成長への
好影響を確認する
ことができた。
UV 照射がもたら
す効果のメカニズ
ム解明が今後の課
題である。

① 紫外線照射なし

② 紫外線照射あり

③ 紫外線照射あり（NP 2 倍量）

