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会場までの交通案内 

 

＊大会当日（土曜，日曜日）は，大学構内のバス停（大分大学）には停車いたしませんので，バスよ

りも電車（JR）での来校をお薦めいたします。 

 

＜JR＞ 

○JR 豊肥本線「大分大学前駅」下車，会場まで徒歩約 10 分 

 （JR 大分駅から大分大学前駅まで約 12 分） 

 

＜バス＞ 

大分バス 中央通り〔トキハ前 1 番のりば〕又は JR 大分駅府内中央口（北口）〔大分駅前 3 番または

4 番のりば〕から 

○「大南団地（高江ニュータウン）」行きを利用（約 40 分），「大分大学正門」下車（徒歩約 10 分） 

○「戸次，臼杵，佐伯」行きを利用（約 40 分），「大分大学正門」下車（徒歩約 10 分） 

 （詳細は，時刻表でご確認ください） 

  

自動車でお越し
の方は，ここに駐
車してください 

バイクの方はここに

駐車してください 

懇親会場・食堂 

食堂は土曜営業・日曜休業 
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教育学部棟 2F 203教室 

講演・総会会場 
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経済学
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スケジュール 

 

5 月 27 日（土） 

11:00 ～ 11:30 日本動物学会九州支部委員会                      A会場 

        九州沖縄植物学会委員会                           B会場 

11:30 ～ 12:00 日本生態学会九州地区委員会                        C会場 

12:00 ～     受付                           203号教室 

12:00 ～ 13:00 口頭発表プロジェクター試写               A，B会場 

13:00 ～ 14:15 動物学会 口頭発表                                     A会場 

13:00 ～ 14:30 生態学会 口頭発表                                     B会場 

14:50 ～ 15:20 生態学会九州地区総会                   C会場 

14:50 ～ 15:20 口頭発表プロジェクター試写                     A，B会場 

15:20 ～ 15:50 動物学会九州支部総会                                   A会場 

        九州沖縄植物学会総会                                   B会場 

16:00 ～ 18:00 特別講演                                   C会場 

    祖母・傾・大崩山ユネスコエコパークの現状と展望 

       （助成：祖母傾ユネスコエコパーク大分・宮崎推進協議会） 

      阿孫 久見（大分県植物研究会，竹田市文化財保護調査委員） 

       「祖母・傾山系の植物について」 

     ＊北西 滋（大分大 理工）・近藤 卓也（西日本技術開発）・ 

      高橋 洋・竹下 直彦（水産大学校） 

       「メンノツラ谷のイワメとアマゴの遺伝的構造」 

     ＊岩本 俊孝（宮崎県祖母傾ユネスコエコパーク推進協議会会長，元宮崎大） 

      杉浦 嘉雄（大分県祖母傾ユネスコエコパーク推進協議会会長，日本文理大学） 

       「祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク申請の概要と課題」 

18:20 ～ 20:20 懇親会                      大分大学生協食堂 

 

  

1 



 

5 月 28 日（日） 

 9:00 ～     受付                         203号教室 

 9:00 ～ 9:30  口頭発表プロジェクター試写               A，B会場 

 9:30 ～ 12:00 動物学会 口頭発表                    A会場 

 9:30 ～ 12:15 植物学会 口頭発表                    B会場 

 

受付 

(1) 受付は、27 日（土）は 12:00 から、28 日（日）は 9:00 から教育学部棟 2 階の 203 号教室

に置きます。名札と要旨集をお受け取りください。会場では名札の着用をお願いします。 

(2) 当日参加および参加登録済みで参加費を未納入の方は、大会参加費（一般 4,000 円、学生

2,000 円）を受付で納入してください。また、懇親会に当日参加される方は、懇親会費（一

般 5,000 円、2,500 円）を受付で納入してください。 

(3) 要旨集のみ必要な方は受付でお求めください。１部 1,000 円です。 

 

クローク 

 クロークは教育学部棟 3 階の自然科学実験室 B-1 で、以下の時間帯に利用できます。荷物の

引き取りは必ず時間内にお願いします。 

         27 日（土）12:00 ～ 18:10（ただし特別講演時はクロークを閉めます） 

         28 日（日）8:30 ～ 12:30 

 

口頭発表 

(1) 27 日（土）と 28 日（日）の口頭発表の時間は質疑応答を含めて 15 分間です。終了時刻の

5 分前に 1 鈴、3 分前に 2 鈴、終了時に 3 鈴を鳴らします。時間厳守でお願いします。 

(2) 次講演者は次講演者席に座り、パワーポイント等の発表データを開いた状態で待機してく

ださい。本大会では切替器を用いませんので、前演者の発表が終わり次第、パソコンを直

接接続してください。 

(3) 発表が終わった方は、次の発表の座長をお願いします。 

(4) 口頭発表はパソコン用プロジェクターを用いて行います。発表用パソコンを各自ご持参く

ださい。プロジェクターの接続端子は VGA 端子（Mini D-sub 15pin 端子）ですので、Apple 

社製品など特殊な接続アダプターが必要な場合には、各自でご持参下さい。 

(5) レーザーポインタを各会場に準備しますのでお使いください。マイクロフォンは準備でき

ませんので，発表は大きめの声でお願いします。 
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休憩室・試写・大会本部 

(1) 休憩室は教育学部棟 3 階の 303 号教室で、以下の時間帯で利用できます。 

         27 日（土）12:00 ～ 18:00 

         28 日（日）8:30 ～ 12:30 

(2) 27 日（土）の 12:00 ～ 13:00 と 14:50 ～ 15:20、28 日（日）の 9:00 ～ 9:30 に口頭発表

会場を試写用に開放します。プロジェクターとパソコンの接続と動作の確認をお願いしま

す。 

(3) 大会本部は教育学部棟 3 階の自然科学実験室 B-1 です。 

 

懇親会 

 懇親会は、5 月 27 日（土）18：00 から旦野原キャンパスの大分大学生協食堂にて行なう予

定です。当日参加される方は、懇親会費（一般 5,000 円、2,500 円）を大会受付で納入してく

ださい。 

 

昼食 

 27 日（土）は大学構内の生協食堂（11：00 ～ 13：30）とコンビニエンスストア（8：00 ～ 

19：00）が利用できます。28 日（日）両者とも休業しますので、利用できません。なお、大

学近辺にはコンビニエンスストアがあります（1 店舗のみ）。 

 

＊ 大分大学は敷地内全面禁煙となっています。申し訳ありませんが、ご了承ください。 
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大会会場：教育学部棟 2階，3階 
 

 

 

  

受付（203 号教室） 

 

B会場（204 号教室） 

 日本生態学会九州地区 口頭発表 

 九州沖縄植物学会 委員会，総会， 

          口頭発表 

  

C会場（200 号教室） 

 日本生態学会九州地区 委員会， 

            総会 

 特別講演 
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受付（203 号教室） 

 

A会場（303 号教室） 

 日本動物学会九州支部 委員会，総会， 

            口頭発表 

  

休憩室（304 号教室） 

 

大会本部・クローク 
 （自然科学実験室 B - 1） 
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プログラム 

１日目 口頭発表 A会場（動物学会） 

13 : 00 A01 カイコを育て、増やし、利用する ～熊本の生物活用文化の復興をめざして～ 

 徳田燦・森田智大・冨重遼斗・＊田島萌華・＊後藤みう 

 （熊本北高フロンティア・サイエンス・クラス） 

13 : 15 A02 共生緑藻 (Chlorococcum sp.) のヒドラポリプ間での水平伝播 

 ＊御代川涼（九州大・システム生命）・津田卓也（九州大・システム生命）・ 

 金谷啓之（九州大・理）・ 楠見淳子（九州大・比較社会文化）・ 

 舘田英典（九州大・理）・小早川義尚（九州大・基幹） 

13 : 30 A03 ナメクジの網膜におけるβアレスチンの発現と光依存的な細胞内局在変化 

 ＊松尾亮太（福女大・国際文理）・鷹取由佳（福女大・国際文理）・ 

 濱田俊（福女大・国際文理）・小柳光正（大阪市大・理学）・ 

 松尾優子（福女大・国際文理） 

13 : 45 A04 マウス精子頭部に局在する４回膜貫通型タンパク質 MS4A13の解析 

 ＊金子たかね・飯田弘（九大院・農・動物） 

14 : 00 A05 「岩国のシロヘビ」のアルビノ変異原因遺伝子の同定を目的とした 

遺伝・分子生物学的解析 

 ＊岩西修造（九大・システム生命）、財津将平（九大・システム生命）、 

 仁田坂英二（九大・院理） 

 

１日目 口頭発表 B会場（生態学会） 

13 : 00 B01 連続した接近には、同じ逃げ方で逃避しやすいコバネイナゴ 

 ＊久我立（九大院・シス生）・粕谷英一（九大・理） 

13 : 15 B02 ナミアメンボのオスが持つ卵寄生蜂の情報をメスは利用するか 

 ＊川原佑菜(九大・シス生・生態)・粕谷英一(九大・理・生態) 

13 : 30 B03 熱帯雨林に生息するクワガタムシ科の群集ダイナミクス 

 ＊上野弘人（九州大院・シス生）,佐竹暁子（九大・理・生物）, 

 荒谷邦雄（九州大院・比文）,川津一隆（龍谷大・理工）, 

 Paulus Meleng (Sarawak Forest Department), 市岡孝朗（京都大・人環） 

13 : 45 B04 赤い新芽は警告色か：バッタ類による検証 

 ＊井出純哉（久工大・工・教育創造工） 

14 : 00 B05 屋久島の植生保護柵による林床植生の保全の有効性 

 ＊東悠斗 1・矢原徹一 2 （九州大院・システム生命 1, 九州大・理 2） 

14 : 15 B06 大分県指定天然記念物カマエカズラの受粉機構 

 ＊小林 峻（琉球大・院・理工）・傳田哲郎（琉球大・理）・ 

 真柴茂彦（大分県佐伯市）・岩本俊孝（宮崎県宮崎市）・土肥昭夫（福岡県福岡市）・ 

 伊澤雅子（琉球大・理） 
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２日目 口頭発表 A会場（動物学会） 

9 : 30 A06 コオロギ嗅覚学習とカフェイン：急性経口投与による促進効果の再検証  

 ＊井上 昂樹・岡田 二郎（長崎大・環境） 

9 : 45 A07 チゴガニのウェービング行動に対するニテンピラムの抑制的効果 

 ＊竹本 凌・岡田 二郎（長崎大・環境） 

10 : 00 A08 抗体免疫染色法による 5種のシロアリの脳構造の比較 

 ＊古賀 晴華・渡邉 英博・横張 文男（福岡大・理・地球圏）  

10 : 15 A09 フェロモン受容に関わるワモンゴキブリ幼虫の感覚子の同定 

 ＊立石康介(福岡大学・理),渡邊英博(福岡大学・理),田中真史(京都大学・農院), 

 佐久間正幸(京都大学・農院),横張文男(福岡大学・理) 

10 : 30 A10 オオカマキリ錐状感覚子の嗅感覚ニューロンの応答スペクトラと 

濃度応答曲線による分類 

 ＊恵崎晃太・山下貴志（九州大・院システム生命）・ 

 渡邉英博（福岡大・理・地球圏）・山脇兆史・T. Carle（九州大・院理・生物科学）・ 

 小早川義尚（九州大・基幹教育院）・横張文男（福岡大・理・地球圏） 

10 : 45 A11 オオカマキリ胸部神経節における神経構造の標準マップの作成 

 ＊藤木健太郎・長瀬美穂子（九州大・院システム生命）・ 

 山脇兆史（九州大・院理・生物科学） 

11 : 00 A12 下垂体アロマターゼ発現細胞から読み解くトラフグ初回成熟機構 

 ＊山口明彦 （九大・農院・海洋生物） 

11 : 15 A13 哺乳類生殖細胞に局在する分子 Tmco5Aの解析  

 ＊島 桜子、飯田 弘（九大院・農・動物学） 

11 : 30 A14 マウス精子における Tektin3と相互作用する分子の探索 

 ＊井原由理 、飯田弘（九大院・農・動物学） 

11 : 45 A15 精子鞭毛分子 Tektin4と相互作用する Akap12について 

 齋木星一、＊飯田弘 （九大院・農・動物学） 
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２日目 口頭発表 B会場（植物学会） 

9 : 30 B07 アッケシソウの小ペプチドをコードする遺伝子 SeNN43による 

植物耐塩性の向上と液胞の膨張 

 開沼健太(東農大・生物産業)・中原由揮(岡大・植物研)・ 

 且原真木(岡大・植物研)・柴坂三根夫(岡大・植物研)・ 

 小栗秀(東農大・生物産業)・＊坂本光(東農大・生物産業) 

9 : 45 B08 マメ科植物の根粒形成における遠赤色光の新たな役割 

 ＊江上由佳・松藤早紀・有馬進・鈴木章弘（佐賀大・農） 

10 : 00 B09 酸化マグネシウムナノ粒子が根粒共生および菌根共生に及ぼす影響 

 ＊棚町 遥子 1・境 昭二 2・有馬 進 1・鈴木 章弘 1 

 （1佐賀大・農, 2宇部マテリアルズ株式会社） 

10 : 15 B10 ミヤコグサの根や根粒におけるリポ多糖結合タンパク質の所在 

 ＊有迫 樹・坂元洸太・内海俊樹（鹿児島大・院理工） 

10 : 30 B11 クラス 1植物ヘモグロビンの高発現によるミヤコグサ根粒の老化の抑制 

 福留光挙 1・小薄健一 1・今泉隆次郎 2・青木俊夫 2・＊内海俊樹 1 

 （１．鹿児島大・院理工，２．日大・生物資源） 

10 : 45 B12 シロイヌナズナ CLE16および CLE17の機能解析 

 ＊島岡知恵・山口泰華・澤進一郎・石田喬志（熊大院・自然科学研究科） 

11 : 00 B13 サツマイモネコブセンチュウに対する誘引物質の探索 

 ＊大田守浩 1、井田隆徳 3、橋口正嗣 2、明石良 2、澤進一郎 1 （1熊大院・ 

 自然科学、2宮崎大・農、3宮崎大・フロンティア科学実験総合センター） 

11 : 15 B14 気孔の葉緑体形成因子 GLES1の機能解析 

 ＊宋 普錫（九州大院・理）, 宗正 晋太郎（岡山大院・環境生命）,  

 楠見 健介（九州大院・理）, 射場 厚（九州大院・理）,  

 袮冝 淳太郎（九州大院・理） 

11 : 30 B15 イネの葉の発生初期段階における葉緑体 ppGpp合成酵素遺伝子の発現解析 

 伊藤和洋・射場厚・＊楠見健介（九州大・院理） 

11 : 45 B16 アサガオの主要な変異原：自律性 Tpnトランスポゾンの系統間解析 

 ＊仁田坂英二（九大・院理）、磯田和杜（九大・システム生命）、星野敦(基生研)、 

 Vasanthan Jayakumar、榊原康文（慶応大・理工）、久保山勉（茨城大・農） 

12 : 00 B17 アサガオにおける汎用分子マーカー作成と変異遺伝子同定の試み 

 ＊磯田和杜（九大・システム生命）、星野敦（基生研）、Vasanthan Jayakumar、 

 榊原康文（慶応大・理工）、仁田坂英二（九大・院理） 
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特 別 講 演  

 

5 月 27 日（土）16：00 ～ 18：00  大分大学教育学部棟 C 会場（200 号教室） 

 

助成：祖母傾ユネスコエコパーク大分・宮崎推進協議会 

 

 

 

祖母・傾・大崩山ユネスコエコパークの現状と展望 

 

 

    企画責任者：永野 昌博 

（大分大 理工，大分県祖母傾ユネスコエコパーク推進協議会学術部会会長） 

 

大分県・宮崎県の県境に聳え立つ祖母山・傾山・大崩山は，古来より神棲む山として，また，原生

的な自然環境が残されている場として，古来より地域の信仰・保全の対象とされたてきた。その祖母・

傾・大崩山の自然と文化が，現在，ユネスコエコパーク候補地として挙げられており，地域のみなら

ず世界からも注目されている。 

本特別講演では，祖母・傾・大崩山の自然環境や本エコパークの活動趣旨について興味・関心をも

ってもらうことをねらいとする。また，ユネスコエコパークの登録に向けて，また，登録後における

課題や展望についても議論したい。 
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S01 祖母・傾山系の植物について 

    阿孫 久見（大分県植物研究会，竹田市文化財保護調査委員） 

 

 祖母・傾山は，九州最高峰級の山々が連なる急峻な山岳地形のため，暖温帯から冷温帯までの日本

の主要な気候が垂直的に存在しています。このため，祖母・傾山系では日本の幅広い植生と豊かな動

植物相を見ることができます。また，地質・地形的にも特異的で，固有種の宝庫ともなっています。

本発表では，そのような祖母・傾山系の自然の特徴を植物の視点から紹介します。 

◆祖母・傾山系の生い立ち 

南西日本の内帯（北側）と外帯（太平洋側）を分ける中央構造線は九州を斜めに横断し，北の内

帯は比較的新しい火山岩が分布，一方，南の外帯は古い堆積岩や変成岩で形成される。 

この構造線は断層線で，いわば大地の弱点。この弱い部分を突き破って噴き出したのが祖母・傾

山群で，およそ 2200万年前。 

 その後，陥没や侵食をし，火山は解析され火山の面影さえ止めていません。 

◆祖母・傾山系の植生 

標高や複雑な地形により典型的な森林の垂直分布が見られる。詳しくは後述する。 

祖母・傾付近の森林の垂直分布パターンを図示。 

◆祖母・傾山系の原生林の植物社会 

  ・ウラジロガシ林（ウラジロガシ＝サカキ群集） 

 ・アカガシ林（アカガシ＝ミヤマキリシマ群集） 

  ・モミ林（モミ＝シキミ群集） 

・ツガ林（ツガ＝ハイノキ群集） 

・ブナ林（ブナ＝スズタケ群集） 

・ヒメコマツ（ヒメコマツ＝ヒカゲツツジ群集） 

◆分布上貴重な植物（ソハヤキ要素の植物が多い） 

 キレンゲショウマ・ヤハズアジサイ・ウバタケニンジン・ツクシアケボノツツジ・ヤシャビシャ

ク・ワタナベソウ・ヨウラクツツジ・ケイビラン・ナベワリ・ハガクレツリフネ・タマガワホトト

ギス・オオヤマレンゲ・チャボツメレンゲ・ヒメシャラ・ミヤマガンピほか貴重・代表的な植物を

紹介します。 
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S02 メンノツラ谷のイワメとアマゴの遺伝的構造 

    ＊北西 滋（大分大 理工）・近藤 卓也（西日本技術開発）・ 

    高橋 洋・竹下 直彦（水産大学校） 

 

イワメはサケ科魚類特有の体側のパーマークや黒点を欠くアマゴ（Oncorhynchus masou 

ishikawae，降海型はサツキマス）やヤマメ（O. m. masou，降海型はサクラマス）のことであり，関

東から九州にかけて 7 河川において生息が確認されている。近年，生息地の破壊や種苗放流などによ

り，各地でイワメを含むアマゴ・ヤマメ在来個体群は激減・絶滅しており，その保全が喫緊の課題と

なっている。イワメは，九州では大分県の大野川水系メンノツラ谷に生息し，県指定天然記念物とし

て保護されている。しかし，イワメ個体群の保全に必要となる基礎的生態・遺伝情報は，その生息域

や個体数が限られていることもあり，未だ少ないのが現状である。そこで本研究では，メンノツラ谷

および近隣の神原川におけるアマゴおよびイワメ個体群の遺伝的構造の把握を目的とし，マイクロサ

テライト DNA 23 遺伝子座を用いた多型解析をおこなった。解析の結果，イワメ個体群の遺伝的多様

性は著しく低く，近年も減少していること，アマゴ個体群においても遺伝的多様性の低下が認められ

ること，メンノツラ谷のイワメとアマゴとの間に遺伝的な交流が生じていることが明らかとなった。

これらのことから，メンノツラ谷のイワメの遺伝的特性を保全するためには，種苗放流を含む，外部

からの個体の移殖放流を禁止すること，メンノツラ谷のイワメだけでなく，メンノツラ谷や近隣河川

のアマゴを含む，神原川全体のイワメとアマゴを保全していくことが重要であると考えられる。 

 

 

S03 祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク申請の概要と課題 

   ＊岩本 俊孝（宮崎県祖母傾ユネスコエコパーク推進協議会会長，元宮崎大） 

    杉浦 嘉雄（大分県祖母傾ユネスコエコパーク推進協議会会長，日本文理大学） 

 

 生物圏保存地域（ユネスコエコパーク，BR：Biosphere Reserve）登録とは，ユネスコの自然科学

セクターが推進する「人間と生物圏（MAB:Man and the Biosphere）」計画の一事業で，1976 年から

開始されています（文科省 HP）。日本もこの事業に参加しており，これまで 7 件（「志賀高原」，「白山」，

「大台ヶ原・大峯山・大杉谷」，「屋久島・口永良部島」，「綾」，「只見」及び「南アルプス」）が登録さ

れています。これらの内，前の 4 地域（「志賀高原」～「屋久島・口永良部島」）はかなり初期の段階

で登録されていましたが，その後「綾」が，突如 2012 年になって指定され話題になったことは，皆さ

ん記憶に新しいことだと思います。 

 もともと，MAB では貴重な自然生態系の保存を目的に生物圏保存地域を設定したのですが，単に厳

しく保護・保存するだけでは，周りの住民が参加する保存活動はできないとの判断から，1995 年のセ

ビリア戦略で，生態系の保全と持続可能な利活用の調和（自然と人間社会の共生）に住民の関与を求

める方針を新たに立てました。「綾」では住民を巻き込んだ照葉樹林の保全活動が積極的に行われてい

たことが，そのエコパーク登録の重要な決め手になったことは想像に難くありません。 
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 さて，大分県では 2014 年 2 月に推進協議会を発足させ，祖母山・傾山地域を対象にエコパーク登録

しようという申請活動を始めましたが，山域が宮崎県側と接し，かつ宮崎県側（特に大崩山）にも原

生的な自然が広く残されているとの関係各処の指摘を受けたことから，宮崎県側も 2014 年 12 月に推

進協議会を発足させ，このエコパーク申請活動に加わることになりました。2015 年 2 月には両県推進

協議会を発足させるなど，約 2 年間をかけて協議や調整を重ね，申請書を準備してきた訳です。そし

て，「祖母傾大崩生物圏保存地域」申請書は 2016 年 8 月の初旬に日本ユネスコ国内委員会で国内推薦

を受け，この年の 9 月にユネスコ本部に送られました。今年（2017 年）の 6 月中旬にパリで開催され

る本会議で登録の可否の判断が下されることになっています。 

 生物圏保存地域には，3 つの主要な機能（保全機能，経済と社会の発展，学術的研究支援）が課され

ており，またそれを実現するために核心地域（Core Area），緩衝地域（Buffer Area），移行地域

（Transition Area)を含むことが要件となっています。本申請地の核心地域は 1,580ha，緩衝地域は

17,748ha，移行地域は 224,344ha となっています。他の登録地域に比べ，移行地域の面積割合が非常

に大きいことが特徴です。この特徴については，移行地域の中にも多様な生物が棲む里地・里山の貴

重な自然があり，かつ今後の生態系の保全活動は，流域あるいは各自治体（佐伯市，豊後大野市，竹

田市，延岡市，日之影町，高千穂町）全体として積極的に推進していく必要があるとの説明を行って

います。 

 本申請地の生態系は，地史学的に活発な

火山活動の影響を受け，きわめて多様な地

質構造と地形を持っています。そこには複

雑な植生と，その植生を利用する動物相が

発達し，さらには奥山の自然に畏敬をもち，

かつ自然と共存して大昔から生活してき

た人間活動があります。これらの特徴をふ

まえ，本申請書のスローガンは「尖峰と渓

谷が育む森と水，いのちの営みを次世代へ

～自然への畏敬をこめて～」となっていま

す。今後とも，本申請地に関わる地域の

人々が，自分たちが住む自然に誇りをもち，

生態系の持続可能な利活用を推進して，九

州本土で最も広い原生的な自然が残る祖

母・傾・大崩山地域の生態系を保全してい

くという意識を高めてくれればよいと願

っています。 

 三学会に参加されている会員の皆さん

も，登録された暁には，積極的にこの山域 

に入り，調査・研究を進めて下されば有り 

難く思います。 
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助成：祖母傾ユネスコエコパーク大分・宮崎推進協議会 
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