
１．日　時　令和４年７月１６日（土）１３：００～１５：３０

２．場　所　長崎大学水産学部

３．定　員　１６６人

４．プログラム　

　　（１）１２：３０～１３：００　受付（教養教育棟A-22教室）

　　（２）１３：００～１３：２０　水産学部の説明（教養教育棟A-21教室）

　　（３）１３：３０～１５：３０　各テーマのオープンラボ

　　（４）１５：３０～１６：３０　個別入試相談会（希望者のみ）（大会議室）

５．申込

　　長崎大学ホームページよりオンライン申込（申込期限６月３０日（木）１７時００分）

No. テーマ 教員名
受入
人数

注意事項

1 「みんなのうみ」を考える
亀田 和彦
山本 尚俊

12

2 解剖しながら学ぶ海鳥の生態 清田 雅史 10
解剖を見学または実施します。苦手な方は受講をお控えく
ださい。

3 和船人力推進（櫓漕ぎ）による舟艇の試走･操船実験
清水 健一
八木 光晴

8 運動しやすく、濡れてもいい服装で参加して下さい。

4 密度の違いによって生じる流れ 滝川 哲太郎 8

5 音を使って水中を見てみよう 広瀬 美由紀 4
屋外での作業を行うため、帽子やタオルを持参してくださ
い。また、蚊など虫刺され対策を行うことを推奨します。

6 釣り糸の強さ測定器をつくろう 松下 吉樹 6

7 高速度カメラを使って生き物の超高速運動を観察しよう 河端 雄毅 8
屋外での作業を行うため、帽子やタオルを持参してくださ
い。また、蚊など虫刺され対策を行うことを推奨します。

8 プランクトンの水泳大会 阪倉 良孝 5

9 プランクトンを顕微鏡で覗いてみよう 鈴木 利一 5

10 砂の中に潜むベントスを探してみよう 竹内 清治 6

11 魚類の繁殖戦術：弱い雄の戦い方 竹垣 毅 10

12 チリメンモンスターを探そう 柳下 直己 4

13
海とサメ研究の世界へようこそ
～見て・触れて・（食べて？）・学んでみよう

山口 敦子 6 汚れてもいい服装で来ることをお勧めします。

14 お茶の葉からカフェインを取り出してみよう! 石橋 郁人 5

15 海藻の糖質で人工イクラをつくろう 上野 幹憲 5

16 魚介類のルーツを語るＤＮＡ
長富 潔
吉田 朝美

4

17 海藻の恋 桑野 和可 6

18 DNAの形からフグの性別を当てよう 小山 喬 3 解剖を実施します。苦手な方は受講をお控えください。

19
海のミクロ世界における環境問題
―マイクロプラスチックと動物プランクトン―

ｻﾄｲﾄ ｼﾘﾙ ｸﾞﾚﾝ
金 禧珍

5

20
魚の病気の診断と治療
～細菌の観察からバイオテクノロジーの利用～

菅 向志郎 4

21 焼海苔のうま味を強める酵素 山口 健一 5

22 フグの毒性を調べてみよう 荒川 修 6

23 お寿司は微生物が作る！？～乳酸菌ってどんな菌～ 井上 徹志 3

24 食品の安全性　隠れアレルゲンを探せ！！ 濱田 友貴 3

25 食品に含まれる抗酸化活性の測定 平坂 勝也 6

26 生物の生態を探求する 山田 明徳 3

27 水産食品の色を数値にしてみよう！！
王 曜
谷山 茂人

6

28 アジの解剖
征矢野 清
村田 良介
天谷 貴史

10 解剖を実施します。苦手な方は受講をお控えください。

長崎大学水産学部オープンラボ実施要項・要旨集

aa84256833
線

aa84256833
テキストボックス
中止（R4.6.7）

aa84256833
線

aa84256833
テキストボックス
中止（R4.6.16）



「みんなのうみ」を考える 

海洋社会科学研究室 山本尚俊・亀田和彦 

クロマグロや二ホンウナギなど、私たちにとって馴染み深い魚種の枯渇や減少が世界的

に懸念されていることをご存知ですか？国内では、「不漁」「供給減少」「価格高騰は必至」

「食べられなくなる」といった報道を目にする機会も少なくありません。皆さんの中には、完

全養殖の技術開発があるから海に生息する資源が減っても問題ない･･･獲れないなら輸入

で補えば良い･･･と考える方もおられるかも知れ

ません。しかし、それは問題を解決したことになる

のでしょうか？ 

仮に、食料として利用する「ヒト」側の立場や理

屈を優先するにしても、目先ではなく長期的な利

益（海の恵みの安定享受）を望むなら、海洋生物

資源といかに共存して行くかを考える方がより賢

明ではないでしょうか。「資源」やそれをはぐくみ支

える「自然環境」の保全と、利用する「我々の社会

や暮らし（モノを購入・消費する経済行為）」、その

相互のバランスがとても重要で、つまり、それぞれ

の持続性を如何に確保するかが問われているの

です。 

このテーマでは、水産資源が備える特徴（素晴らしい能力と管理の厄介さ）に触れた後、

ニュース等でよく目にするウナギやクロマグロの問題について簡単にお話します。その上で、

このテーマのメインイベントであるグループワークにチャレンジしましょう。 

資源回復が急がれる太平洋クロマグロ 

 

過去開催時のひとコマ（左：担当教員の講話、右：グループワーク） 
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2022 年のテーマ：解剖しながら学ぶ海鳥の生態 

 

 

 

海鳥は，空中を移動し，海で食べ物をとり，陸で産卵・子育てを行います。空と海と陸を上手に

使い分けて生活する一方，それぞれの環境特性の違いに起因した行動や生理の制約を受けます。

さらに，海洋環境変動や人間活動による影響を受けやすく，それに対する反応を陸上でも観察で

きることから『海の生態系指標』として注目されている生き物です。 

 

本講座では，ミズナギドリやコアホウドリの標本を観察・解剖しながら，海鳥の形態や生態につ

いて学びます。 

 

 ・海鳥のオスとメス，大人と子供はどこが違う？違わない？？ 

 ・海鳥は渡り鳥？それとも留鳥？ 

 ・鼻の穴や耳の穴はどこにある？ 

 ・海鳥の鳴き声はにぎやか？それとも静か？ 

 ・翼の形や尾の形は何を表す？ 

 

（注）動物標本の解剖を実際に見学してもらいます（やってみたい人は執刀体験もできます）。 

  血液や内臓を見ることが苦手な人は受講しないでください。 

生態系保全管理研究室（清田研究室） 
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和船人力推進（櫓漕ぎ）による舟艇の試走･操船実験 

                               清水健一（海洋計測器）・八木光晴（水産海事） 

 

【目的】 近年の小型舟艇は、ＦＲＰ化し 

動力（船外機）を備えている。推進に人力 

の櫓漕ぎを採用していたかつての小型木造 

漁舟（和船）は、現在では殆ど見られない 

が、櫓漕ぎ推進は油を使わないため、省エ 

ネルギー的観点、海洋レジャー普及に際し 

ての初心者への慣海訓練および排気ガスを 

伴わない環境保護的観点からも有効である。 

ここでは、日本独特の和船の櫓漕ぎ法に触 

れることで効率の良い推進法を理解し、古 

より引き継がれてきた人類の知恵に迫る。 

 櫓による推進の原理（吉田文二：船の科学p113） 

 

【方法】供試船は全長 5.6m、幅 1.4mの FRP 

和船を、櫓は 10号櫓(全長 4.7m) を用いる。 

大村湾時津港内にて和船に乗船して櫓によって 

推進する。 

 また、この人力推進によって得られる船の 

対地速力について、衛星を利用した GPS測位 

システムにより求めてみる。 

  

                            図 GPS測位システム 

運動しやすく、水に濡れてもよい服装が必要です。 

 

    図 絶海を渡る  7丁櫓地船による朝鮮海峡横断の記録より（昭和 61年 6月） 
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密度の違いによって生じる流れ 
 

海洋物理学研究室 滝川 哲太郎 

 

【密度流の実験】 
 中央に仕切りを設けた水槽（長さ 120 cm，幅 10 cm，高さ 80 cm）の左側に

淡水（水道水），右側に塩水（食紅で着色）を同じ高さになるように入れます．

中央の仕切りをはずすと，淡水は塩水の上に，塩水は淡水の下に，それぞれ移動

しようとします．この運動は，淡水と塩水の密度（単位体積当たりの重さ）の違

いによって起こることから，「密度流（density current）」または「浮力流

（buoyancy current）」と呼ばれます． 

 
【解説】（河口域循環流，温帯低気圧にともなう風） 

塩水は淡水よりも密度が大きいので，仕切りをとると水槽の底面に沿って淡

水の下にもぐりこみ，淡水は，その上を逆方向に移動します．塩水の圧力が淡水

のそれよりも大きいことが，流れを起こす原因です． 
川から淡水が海に流入する河口付近では，密度の小さい淡水と密度の大きい

海水が接するため，そこに密度流が発生し，鉛直方向の循環を形成します．これ

をエスチュアリー循環または河口域循環と呼びます． 
大気の現象では，この実験で，温帯低気圧のエネルギー源について説明できま

す．寒気（密度：大）と暖気（密度：小）が接する場合を考えます．この寒気と

暖気の境目を前線と呼びます．重い寒気は軽い暖気の下にもぐり込み，軽い暖気

は重い寒気の上に重なっていきます．温帯低気圧にともなう風は，このような運

動によって引き起こされます． 
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音を使って⽔中を⾒てみよう 
漁業技術研究室 広瀬 美由紀 

 

⽔中では，『音』は大活躍。 

イルカやクジラは，音を使ってコミュニケーションや，餌探しをします。 

漁師さんは，音を使った機械（魚群探知機等）で魚のいる場所を探します（図１）。 
 

海の生態系を調べるためには，海中に『何が』，『何処に』，『どれ位』いて，『どんな

⾏動をする』のかという情報が重要となります。 

しかし，真っ暗な⽔中で光を使った観測は，生物の⾏動に影響を与えてしまいます。 

一方，音波を使うと，⽔中の生物に気づかれること無く観測ができるため，海での調

査には音波を使った機械が大活躍しています。 
 

では，実際，どのような観測ができるのでしょうか。 
 

このオープンラボでは， 

音を使って⽔中を覗いた時，どのように⾒えるのか体験してみましょう︕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 魚群探知機に映った魚や動物プランクトン（エコーグラム図鑑より） 
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釣り糸の強さ測定器をつくろう 

 

漁業技術研究室 松下吉樹 

 

長崎大学水産学部漁業技術研究室で

は，魚を獲ったり，逃がしたり，数えた

りするための技術の研究を行っていま

す。大学生になると，一般には無い特殊

な測定装置やシステムを自作したり，低

予算で実用レベルの測定器を作成した

りすることがあります。本オープンラボ

では，釣り糸の強さを測定するための装

置を作ってみましょう。 

 

物体に外から力（外力）が加わると，こ

の外力に対応する力が内部に発生します。この力を「応力」と呼びます。釣り糸でもこれは

同様であり，引っ張られると，それに対応した応力が糸の内部に生じます。そして外力が大

きくなると釣り糸は切れてしまいます。釣り糸の強さは，引っ張って切れたときの応力（＝

外力）の強さ（破断強度）で表します。応力を直接求める方法は無く，応力に一番関連の深

い「ひずみ」という物理的な量から応力を推測します。 

 

ひずみの測定には，電気抵抗の変化によりひずみを測定するセンサ（ひずみゲージ）を用

います。ひずみゲージは私たちの暮らしの中でもたくさん利用されていて，体重計やキッチ

ンスケールなどでも使われています。 

本オープンラボではひずみゲージを金属板に接着して，金属板のひずみに応じて伸縮す

るようにします。金属板に釣り糸を結び付けて引っ張り，金属板が（目に見えないくらいの）

伸び縮みをすれば、ひずみゲージの抵抗値も変化します。この抵抗値の変化から釣り糸の破

断強度を計測するという原理です。 
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高速度カメラを使って生き物の超高速運動を観察しよう 

 

 「ボクサーの高速カウンターパンチ」など、肉眼で観察できない

素早い行動をテレビやネットのスロー再生で見るとワクワクしませ

んか。魚や虫は、危険から逃避する時や餌を捕食する時に素早い行

動をします。これらの行動は一瞬の出来事なので肉眼では全く把握

できませんが、ハイスピードカメラを用いると、急旋回してから加

速して逃げる様子や、高速で突進しながら餌を吸い込む様子などを

観察することができます。そこでオープンラボでは、皆さんに大学

の構内で魚や虫やオタマジャクシなどを捕まえてもらい、彼らを脅

かして、その時の様子を高速度カメラ（1秒間に 240フレーム）で

撮影してもらいます。そして、その映像をコマ送りで再生すること

で、どんな運動であったかを観察してもらいます。 

 

※屋外での作業を行うため、帽子やタオルを持参していただきま

す。雨天の場合に備えてカッパ等も各自ご準備下さい。 
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プランクトンの水泳大会 

～微小生物の遊泳能力を測る～ 

水産増殖学研究室 

阪倉良孝 

 

 皆さんは水の生き物が自由自在に泳ぐ姿を見て，うらやましく思

うこともあるのではないでしょうか。実際に彼らの遊泳能力はどの

くらいのものなのか，自分の目で観察して測定してみませんか？ 

 私たちの研究室は生きた動物プランクトンや魚の幼生（仔魚
し ぎ ょ

）を

材料に，完全養殖のための基礎研究をしています。これらの体長が

1 cmにも満たない小さな生き物たちの遊泳行動を顕微鏡で観察し

てみましょう。種類によってその泳ぎ方は異なっており，とても変

わった泳ぎ方をするものもいます。次に，彼らの遊泳速度を測定し

てみましょう。 

 種類によってどれほど遊泳能

力が違うのか？そして，その能

力は我々人間と較べてどうなの

か？皆さんのとるデータでそれらを明らかにする

ことができます。 
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プランクトンを顕微鏡で覗いてみよう 
 

水産学部 海洋資源動態科学講座 鈴木 利一 

 

【概要】 

 プランクトンは一般的に微小な生物群であり、肉眼では見えにくいことから人々の注目を集め

ることが多くありませんでした。しかし、顕微鏡を用いて海水を覗くと、そこはまさにプランク

トンの世界です。プランクトンの生産、食う食われるの関係こそが、海洋生態系を解明するうえ

で重要です。 

 

【目的】 

 海洋の生態系（食物連鎖）は植物プランクトンの光合成（一次生産）に始まります。生産され

た物質やエネルギーは食物連鎖を通じて魚へ到達し、それを人間が食べています。その過程には

様々な生物群集が介在しており、それらのほとんどはプランクトンです。海洋性プランクトンに

は、動物、植物、原生動物、バクテリア等の種類があり、また、そのサイズは 1ミクロン以下か

ら数センチに亘ります。この多種多様なプランクトンを顕微鏡で観察し、海洋食物連鎖の構造を

把握してもらいたいと思います。 

 さらに、一般的な海洋観測の方法、海洋測器等の説明を行い、海洋調査の具体的なイメージを

つかんでいただきたいと思います。 

 

【方法】 

1．海洋の食物連鎖構造：植物プランクトンの光合成に始まる海洋食物連鎖は、どのようになっ

ているのか？ 海域による構造の違いを説明します。 

 

2．海洋観測の方法、海洋測器：海洋観測はどのように行われているのか？ また、プランクト

ンを採集する道具はどのようなものか？ 写真や実物を用いて説明します。 

 

3．プランクトンの顕微鏡観察：植物プランクトン、原生動物プランクトン、後生動物プランク

トン、バクテリオプランクトンを生物顕微鏡や実体顕微鏡を用いて観察します。それぞれのプラ

ンクトン群集が、食物連鎖においてどの階層に位置しているのかを把握し、それぞれの役割を考

えていきます。 
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砂の中に潜むベントスを探してみよう 

海洋ベントス生態学研究室  竹内 清治 

 

「ベントス」とは海底の中や表面上にて生活している底生生物のことであり、

これには食材として馴染みのあるアサリやハマグリ、サザエといった貝類や、

クルマエビなどの甲殻類のほかにも、ドロアワモチやウミサボテン、シャミセ

ンガイといった珍奇な生き物も多く含まれます。 

ここでは、長崎県沿岸海域で採取した砂のなかからベントスを探し出し、顕

微鏡を使って観察します。 

 

  
二枚貝のアサリ 

（粘液性の糸を使って石などに付着することができる） 

ワタリガニの仲間 

  
刺胞動物のウミサボテン 

（刺激を与えると発光する） 
ドロアワモチ 
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 魚類の繁殖戦術：弱いオスの戦い方 
進化・行動生態学研究室 竹垣 毅 

 どんな動物でも、個体の持つ特徴には個体差があります。中でも「体の大き
さ」は、個体間の優劣（社会）関係を大きく左右する重要な特徴のひとつです。
もちろん体が大きいほうがケンカに強く、オスなら繁殖に必要ななわばりや繁
殖相手となるメスを獲得するのに有利になります。では、体の小さいオスは、
どのようにして繁殖するのでしょうか？体が大きくなるまで待つのでしょう
か？いえいえ、小さく弱いオスには弱いなりの戦い方があるのです。 

 本プログラムでは、ハゼ科魚類クモハゼを材料に、水中で撮影した繁殖行動
を見たり、実際に魚を解剖して繁殖器官（精巣等）を観察・測定することで、
小型劣位オスの繁殖戦術（こそ泥戦術）を理解することを目的とします。 
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チリメンモンスターを探そう 

海洋資源動態科学講座

柳下直己

みなさんが普段食べているチリメンジャコに，ときどき他の生物が混じっているこ

とはありませんか？ そのような，チリメンジャコに混じって入っている生き物が

「チリメンモンスター（チリモン）」です．

漁師さんが捕獲したカタクチイワシの子供を，塩水でゆでたあと乾燥させるとチリ

メンジャコになります．乾燥の後，食べやすいようにカタクチイワシの子供以外は取

り除かれます．カタクチイワシの子供と一緒に網の中に入ってしまい，さらに選別の

過程をくぐり抜けた生き物がチリメンモンスターなのです．

チリメンジャコの中には，魚類をはじめ節足動物（エビ・カニなどの仲間），軟体

動物（イカ・タコ・貝などの仲間）あるいは棘皮動物（ウニ・ヒトデなどの仲間）な

ど，様々なチリメンモンスターが見られます．生き物たちは，食う・食われるという

関係をはじめとして，様々な関係を保ちながら生活しています．チリメンモンスター

たちは，海の中で他の多くの生き物たちの食べ物となり，その暮らしを支えています．

私たちが美味しい魚介類を食べられるのも，これらチリメンモンスターたちのお陰と

いっても過言ではありません．

 多くのチリメンモンスターが見られる海は，多くの生き物たちが子どもを産んで育

つことができる，環境の良い海だといえます．チリメンモンスターを観察することに

より，海の生き物の多様性を理解し，その環境を守っていく大切さを学びとって欲し

いと思います．

さあ，みなさんでチリメンモンスターを探してみましょう．もしかしたら，今まで

に見たことのないチリメンモンスターが見付かるかもしれません．
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海とサメ研究の世界へようこそ 
～見て・触れて・（食べて?）・学んでみよう 

 

⾧崎大学水産学部 海洋動物学研究室 

                                  山口 敦子 

【概要】 
 私は、海洋に生息する魚類の分類，分布や生態、それらをとりまく環境や生態系について
研究しています。生物の進化を探ること、海の環境を守り、生物多様性や生態系の役割を知
り、保全に役立てることも、重要な研究の一つになっています。 

魚類の中でも、サメ・エイ類のなかまは特殊な存在。魚類に分類されますが、その種数の
95％を占める硬骨魚類とは異なり、軟骨魚類に分類されます。サメといえば、人を襲う生
物として恐れられていますが、実際には人間の方がはるかに多くのサメを捕獲し、食用など
として利用しています。サメ・エイ類は、全世界の淡水から汽水域、沿岸から外洋の深海に
至るまでのあらゆる水域に、手のひらに乗る小さなものから 10ｍにも達する大きなサイズ
のものまで、実に多くの種類（1350 種以上）が生息しているのです。 

サメは海洋生態系の上位に立つ捕食者として、生態系全体をコントロールし、バランスを
保つために重要な役割を担っていると推測されます。一般に寿命が⾧く、大型になりますが、
その生息数は他の魚類に比べて少なく、成熟には⾧い年月を要し、また一度に産む子の数は
著しく少ないのが特徴です。現在は、漁業、沿岸の開発、駆除、地球温暖化などにより、サ
メ・エイ類の存続は急速に脅かされています。国際自然保護連合（IUCN）による地球上の
全生物を対象とした最新の絶滅の恐れの評価（レッドリスト）では、両生類に次いでサメ・
エイ類が深刻な状況にあることが明らかにされたばかりです。人間も生態系の一員として、
海の生物や環境を守りながら上手に海洋生物を利用していかなければなりません。そのた
めには、サメの生物学についての正しい知識と理解が必要ですが、研究は難しく、まだまだ
分かっていないことが多いのが現状です。 

オープンラボでは、私が実施しているサメ・エイ類の生態や海の生態系に関する最新の研
究成果を織り交ぜながら、サメという興味深い生物について研究者の立場から紹介します。
ミュージアム内にあるサメ・エイの標本やカレイやフグなど硬骨魚類の標本を見比べなが
ら、また実際に⾧崎の近海で採集した生のサメ・エイに触れながら、外見だけでなく、内部
の体の仕組みなど、様々なことを学びましょう。私たちの身近な海にも生息するサメ・エイ
類の種類の豊富さや形態や生態の多様性に驚かされるでしょう。タイミングが良ければ、サ
メを試食できるかも。当日用意するサメの種類は海況等により変わりますので、お楽しみに。
ここでしかできない、貴重な体験をしていただきたいと思っています。 

 
例）長崎の沖で採集したオナガザメのなかま（左）と子宮内で卵食して育つ胎仔（右） 

驚くほど多様で興味深いサメ・エイの繁殖メカニズム解明は重要な研究テーマの一つ 
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海藻の糖質で人工イクラをつくろう 

海洋生物物理化学研究室 上野幹憲 

 

コンブやワカメなどの褐藻類には、アルギン酸という粘り気のある糖質（炭水

化物）が豊富に含まれています。このアルギン酸は、ナトリウムと結合した状

態では水に溶けますが、カルシウムと結合した状態では、ゼリーのような固ま

り（ゲル）となります。このようなアルギン酸の性質を利用して、見た目も食

感も本物のイクラ（鮭の卵）そっくりの人工イクラを作ってみましょう。着色

を工夫すれば、虹色のイクラもできるかもしれません。本実験を通してアルギ

ン酸やアガロースなどの藻類の糖質の化学に触れるとともに、それらの様々な

用途や応用研究について学んでみませんか？ 

 

   

 

 

  

 

 

 

できあがり。本物のイクラそっくり！！    

着色したアルギン酸Na水溶液を CaCl2水溶

液に滴下すると・・・・イクラが現れる！ 

アルギン酸の化学構造の一部。このアルギ

ン酸の特徴的な構造にゲル形成の秘密が！ 

ウミトラノオ（左）とワカメ（右）から、

ネバネバ物質、アルギン酸を分離。 
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魚介類のルーツを語る DNA 
  海洋生物化学研究室

長富 潔, 吉田 朝美

【目的】

近年、魚介類の産地偽装や加工食品の原料表示偽装などが問題となっていま

すが、その際、魚介類のルーツを知る手がかりとなるものの一つとして利用さ

れているのが「遺伝子」です。遺伝子とは、生物の体を構成するタンパク質の

設計図にあたるもので、その本体は DNA（deoxyribonucleic acid）という物質
です。DNAを構成している４種類の塩基の配列の違いが、様々なタンパク質の
構造や働きの違いを生み出しています。さらに、同じ遺伝子においても、種間

や個体間で塩基配列の異なる部分が含まれるため、遺伝子解析は犯罪捜査やウ

ィルス・細菌感染の検査、魚介類の種や産地の判別、加工食品の原料の特定な

ど、様々な分野で利用されています。

今回のオープンラボでは、異なる魚種から抽出した DNAを用いて、PCR（ポ
リメラーゼ※連鎖反応）によって特定の遺伝子を増やし、その長さを比較する遺

伝子解析を行います。魚種によって遺伝子が異なるのかを検証してみましょう。

※ DNAポリメラーゼ：DNA鎖を合成する酵素のこと。

【実験方法】

1. 数魚種から抽出した DNA試料を用いて PCR（ポリメラーゼ連鎖反応）を行
い、特定の DNA領域を増幅する。

2. アガロースゲル電気泳動法により増幅したDNAを分子量の違いで分離する。
3. エチジウムブロマイドで DNAを検出し、魚種間で DNAの電気泳動パター
ンを比較して“魚類の DNA解析が種の特定に有効であるか”を検証する。 

アガロースゲル電気泳動法   エチジウムブロマイドによる DNAの検出 
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DNA の形からフグの性別を当てよう 

海洋⽣物機能分野 ⼩⼭ 喬 

 

私たちヒトと同じように、⿂にもオスとメスがいます。同じ「オス・メス」ですから、

ヒトと⿂で同じように性別が決められていてもいいように思えますが、最近の研究で、

性別を決める DNA はヒトと⿂で違い、さらには⿂種によっても違うことが分かってき

ました。 

このオープンラボでは、性別を決める DNA が最近分かったトラフグを使って、DNA の

形から性別を当てたいと思います。 

＊最後にトラフグの解剖をします。トラフグは持って帰れません。 

  

写真は Chris73 によるもの。Wikipedia ページより 
（https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fugu_in_Tank.jpg） 

������
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海のミクロ世界における環境問題 

―マイクロプラスチックと動物プランクトン― 

 

   生物環境学研究室 

サトイト シリル グレン・金 禧珍 

 

【概要】 

 肉眼では観察できないミクロ世界に存在するプランクトンは、広大な海の生態系を支え

ている土台である。近年注目されているマイクロ・ナノプラスチックや海洋酸性化、温暖

化などの環境問題はプランクトンの生態にも影響を与え、海洋のミクロ世界に変化を引き

起こしている。ミクロ世界への負の影響により、海洋生態系全体が歪む危険性も高まる。

そのため、これらの影響を正確に把握し対策を構築することは海洋生態系保全を図る上で

重要である。 

 

【目的】 

 海で生息する動物プランクトンには、マガキやフジツボ類など様々な生物の幼生のよう

に一時期のみをプランクトンとして過ごすものと、ワムシやカイアシ類などのように生活

史全体をプランクトンとして過ごすものがある。動物プランクトンは、海中を漂いながら

珪藻などの植物プランクトンをろ過して摂餌するため、本課題では、植物プランクトンと

類似した粒径のマイクロプラスチックを2種類の動物プランクトンに与え観察し、海洋のミ

クロ世界に与えるマイクロプラスチックの影響について検討する。 

 

【手順】 

1. 研究の概要説明と実験室内の設備を紹介する。 

2. プランクトンの飼育または培養の様子を見学する。 

3. 蛍光マイクロプラスチックをプランクトンに与え、マイクロプラスチックの蓄積場所な

どを顕微鏡で観察する。 

4. マイクロプラスチックがプランクトンに与える影響について討論する。 

 

動物プランクトンの餌となる 

植物プランクトン 

マガキ幼生の体内に蓄積された 

マイクロプラスチック（蛍光緑） 
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魚の病気の診断と治療 

～細菌の観察からバイオテクノロジーの利用～ 

魚病学研究室 菅 向志郎 

 

【目的】 

魚も私達と同じように病気にかかります。生き物の病気について、症状は？

原因は？治療法は？予防法は？等を研究するのが、医学、獣医学、魚病学です。 

この実習では、魚に病気を引き起こす細菌の顕微鏡観察および種類判定を行い

ます。また、病気の診断にも使われている DNA を細胞から取り出し、目視で観

察します。 

 

 

【方法】 

 

① 培養細菌の観察 

 

・寒天培地に培養したコロニー（菌体の集合体）を観察してみよう。 

→形、大きさ、色、表面の形状、臭い 

 

・生きた菌体の運動性を顕微鏡で観察してみよう。 

→動きの速さ、方向 

 

・菌体を染色して顕微鏡で観察してみよう。 

→形、大きさ、群体の形状 

 

 

② DNA の単離 

 

・酵素使って細菌を消化し、DNA を取り出してみよう。 

→DNA の色、形状 
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焼海苔のうま味を強める酵素 

 

 海洋生物物理化学研究室 山口健一 
 

 海苔は、ごはんや寿司のおいしさをぐっと引き立てます。焼きたての海苔の

香りをイメージするだけでも食欲がわいてきますね。海苔のうま味成分として

は、コンブのうま味成分（アミノ酸の一種、グルタミン酸）のほか、かつおぶ

しのうま味成分（ヌクレオチドの一種、イノシン酸）があり、イノシン酸は海

苔の呈味に大きく関わっています。興味あることには、海苔そのものにグルタ

ミン酸は沢山含まれていますが、イノシン酸はほとんど含まれていません。海

苔の中にあるアデニル酸デアミナーゼ(AMPD)という酵素が、無味のアデニル酸

をうま味成分のイノシン酸に変換するのです。この酵素反応が、海苔を食べて

いる最中やおにぎりを作っている間に起こるというから驚きです。一般に、酵

素（タンパク質）は、熱をかけると変性・凝集して活性を失うのですが、焼海

苔に失活していない AMPDが含まれていることには、さらに驚かされます。伝

統的な海苔の製法や調理法には、AMPD の酵素としての働きが最大限発揮され

るような工夫がなされているように思えます。焼海苔のおいしさの陰には、

AMPDの脱水耐性、熱耐性、酵素反応などが関わっているのです。 

 本実験では、おいしさが最大となる海苔焼きの条件を調べ、AMPD の酵素活

性を測定します。焼海苔のうま味を増強する酵素の奥ゆかしく不思議なパワー

を実感してみませんか？  
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◆◆◆◆◆◆◆◆フグの毒性を調べてみよう 

 

      ⻑崎⼤学⽔産学部海洋物質科学講座 
      ⽔産⾷品衛⽣学研究室 

荒川 修 
 

 

 

  
 
 
 

 

◎体験実験 

 ⻑崎産のフグを⽤いて以下の実験を⾏います。 
1) フグを解剖し、⽪、筋⾁、肝臓、卵巣、その他の内臓などに分けます。 

2) 筋⾁や肝臓などをそれぞれ細かくきざみ、毒を抽出します。 

3) 各抽出液を⾦⿂のお腹に注射して、フグ毒特有の症状（⿇ひや痙攣など）が
現れるかどうか観察します。 

 
 

 

 

 

フグが毒をもつことはよく知られてい
ます。この毒テトロドトキシン（TTX）

は時に⾷中毒を引き起こし、私たちの⾷

⽣活を脅かします。⼀⽅、ヒトには有害
なフグ毒も、フグにとっては⽣きるため

になくてはならない必要物質であるとい

う考え⽅もあります。ここでは、フグを
題材としたいくつかの実験を⾏い、フグ

はなぜ、どのようにして毒をもつのか、

毒はどのような役割を果たしているの

か、などについて考察してみましょう。 

  
 

◎研究室で飼育している毒を持つ⽣物も観察できます。 

アカハライモリ 
ツムギハゼ オキナワフグ 
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お寿司は微生物が作る！？ 
～乳酸菌ってどんな菌～ 

微生物・遺伝子解析研究室 井上徹志 
 

 発酵食品は、冷蔵技術のない時代に人類に大きな恩恵をもたらす
と同時に、栄養面でも人類の健康に寄与してきました。発酵に関わ
っている微生物の中で、乳酸菌はみなさんにもなじみ深く、いろい
ろな食品の中で働いています。お酒（日本酒）、醤油、味噌の製造過
程で働き、さらにお寿司の起源となる食品でも乳酸菌が働いていま
す。現在のにぎり寿司などのお寿司では、お酢（酢酸）を使って酸
味を出していますが、お寿司の起源となる食品では、乳酸菌による
乳酸の酸味で保存性と独特の風味を加えていました。 
 しかし、乳酸菌と言えばやはりヨーグルトやチーズといった乳製
品を思い浮かべることでしょう。 
 
 
 さて、ヨーグルトの中には、どん
な形をした乳酸菌がいるのでしょ
うか？ 
 
 何種類の乳酸菌がいるのでしょ
うか？ 
 
 ヨーグルトの中には、どれくらい
の数の乳酸菌がいるのでしょう
か？ 
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食品の安全性 隠れアレルゲンを探せ！！ 

水産利用学研究室 

濱田 友貴 

 

 食物アレルギーは、命に関わる危険性の高い病気です。健常者にとっては、当

たり前の美味しい食品が、アレルギー患者にとっては危険な食品になったりし

ます。これを防ぐために、日本を含め世界中の国々で「食品表示」が義務化され

ています。しかし、中には知らない内にアレルゲン（アレルギーの原因物質）が

紛れ込んでいたり、まさか！！と思う食品に入っていたりすることがあります。 

これを と言います。 

 今回は、魚介類アレルギーの原因タンパク質である、パルブアルブミンとトロ

ポミオシンが食品に含まれているかを ELISAという手法で調べてみます。 

 水産学部だからこそわかる、魚のアレルゲンを一緒に検出しましょう！ 

 

 

 ← どんな食品に、魚介類が使われて

いるのかな？ 

 

 

 

 

 

 

 

アレルゲンの検出方法：ELISA → 
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食品に含まれる抗酸化活性の測定 

 

食 品 栄 養 学 研 究 室 

平 坂 勝 也 

【概要】 

食品は生体内調節機能や疾病予防などの機能性を有しています。その中でも、抗

酸化機能を持つ食品が多数存在しており、健康の維持・増進に役立っています。 

今回のオープンラボでは、どのような食品（水産物を中心に数種類の食品を検討

予定）に抗酸化活性が含まれているか実証したいと思います。 
 
【実験方法】 

【サンプルの調整】 

１． 様々な食品をミンチにして、その後、抽出液を加え、ホモジナイズします。 

 （液体成分はそのままの状態で使用します。） 

２． 遠心を行い、沈殿物と上清に分離し、上清を取り出します。 

３． 食品から得られた上清を段階希釈します。 

 

【抗酸化活性の測定】 

１． 抗酸化活性検出試薬として DPPH （2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl）を用いま

す（原理は下記の通りです）。 

 

 

 

 

 

 

２． 96穴マイクロプレートに試薬とサンプルを添加し、30分間反応させます。 

３． 517nmの吸光度をマイクロプレードリーダーにて測定します。 
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生き物の生態を探求する 

担当教員：山田 明徳 
  
 地球上には数百万種もの生物が生息しています。それぞ
れの生物は周りの環境にうまく適応することで、今日まで
生き抜いてきました。餌をとるために大きな牙や爪を持つ
ようになったものや、敵から身を守るために固い皮膚や鱗
を持つようになったものなど、適応の仕方は生物によって
さまざまです。中には、ちょっと変わった姿形や行動をし
ており、一見しただけではどのような意味があるのかわか
らないものもいます。また、こうした姿形や行動は遺伝子
の突然変異によって生じています。 
ここでは、身近な生物を対象として、その姿形や行動が

どのような意味を持ち、どのように生じてきたか考えるこ
とで、生物の生態を探求してみましょう！ 
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水産食品の色を数値にしてみよう！！ 

 

食品栄養学研究室 王 曜 谷山茂人 

 

【魚の鮮度】 

 魚の鮮度、つまり“いきの良さ”は何で判断しますか？ 

鮮度を決める手段は、生体物質の量やその変化、色、硬さ、臭いなどさまざ

まです。例えば、刺し身の赤い部分（血合筋と呼ばれる筋肉）は、死後、しば

らくは鮮やかな赤色ですが、時間が経つにつれ、徐々に褐色に変化します（図 1）。

このように血合筋の色が褐色になったものは、一般には、鮮度が悪いと判断さ

れます。一方で、その変化は、血合筋に多く含まれる色素タンパク質のミオグ

ロビンが空気中の酸素に触れることで起こると考えられていて、その色の変化

の程度は数値化して表すことができます。 

 そこで、魚類の血合筋が含まれた切り身を使って、その血合筋の色の変化を

目視で観察するとともに、その色を数値化して（図 2）比較してみましょう。さ

らに、血合筋のオグロビンが空気中の酸素に触れることで、どのような化学反

応が起こっているのかを考えてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 1 致死直後の切り身（上）と 
10℃で 3日間冷蔵保存した切り身（下） 

 

 

図 2 色彩色差計で血合筋の 
感覚色度を測定している様子 
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ア ジ の 解 剖

環東シナ海環境資源研究センター
征矢野 清・村田 良介 ・ 天谷　貴史

概 要

 動物の体の構造と機能については、すでに中学・高校で教科書を通していろ

んなことを学んでいますね。しかし、実際に生物の体を解剖しながら形態や機

能を学ぶ機会はあまりないのではないでしょうか？脊椎動物の魚類は基本的に

は私たち人間と似た体の構造をもっていますが、無脊椎動物のエビ類の体はか

なり異なっています。しかし、両者とも水中環境によく適応した体のつくりを

もっています。

自分たちの体と対比して、海中にすんでいる魚の特徴を調べてみます。 
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