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第 40 回 日本原生動物学会大会（
日本原生動物学会大会（富山）
富山）のご案内
のご案内（
案内（第 1 報）
大会長 野口 宗憲（
宗憲（富山大学 理学部 生物圏環境科学科）
生物圏環境科学科）
第 40 回日本原生動物学会大会は以下の要領で開催する予定です。北陸での開催は、第 33 回金沢大会以来です。開催時期の 11 月は北
陸では天候の不安定な時期ではありますが、魚は美味しい時期です。会員の皆様にはふるってご参加くださいますようお願いいたしま
す。
１．会期

2007 年 11 月 16 日（金）～ 18 日（日）
16 日（金）：若手の会，評議員会
17 日（土）：一般講演，特別講演，学会賞・奨励賞授賞式及び学会賞受賞者講演，総会，懇親会
18 日（日）：一般講演

２．会場

富山大学（五福キャンパス）黒田講堂 会議室，理学部 2 階 多目的ホール
〒 930-8555 富山県富山市五福 3190

３．発表

液晶プロジェクターを使用した口頭発表とポスター発表の予定です。
特別講演：
特別講演： Judith Van Houten 博士（University of Vermont）

４．申込み
申込み

参加と発表の申込み締め切りは 2007 年 10 月 12 日（金）です。
申込み方法等の詳細は、大会ホームページ及びニュースレター第 2 報でお知らせします。

５．大会事務局 〒 930-8555 富山市五福 3190 富山大学理学部生物圏環境科学科
第 40 回日本原生動物学会大会事務局 野口宗憲
TEL: 076-445-6675 / FAX: 076-445-6549（理学部共通）
e-mail: proto2007@ybb.ne.jp（大会事務局）
準備委員会委員：
準備委員会委員： 野口 宗憲，安川 洋生（富山大・院理工），島野 智之（宮城教育大）
準備状況は下記 URL でもご覧いただけます。
富山大会ホームページ： http://www.sci.u-toyama.ac.jp/~proto/index.html
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第39回日本原生動物学会大会
回日本原生動物学会大会 大会報告記事

また、今大会の特記事項としましては、フォイッスナー先生に
よる特別講演を公開にし、他学会の会員にも参加を呼びかけたこ

西九州大学 健康福祉学部 高橋 忠夫

とでした。これは、原生動物学会としては初めての試みであり、

2006年（平成18年）11月17日（金）～19日（日）の日程で、

宮城教育大学の島野先生が奔走してくださり、高橋会長が英断を

第39回日本原生動物学会大会を佐賀県神埼市の西九州大学第一視

下してくださったお陰で実現したものでした。結果として、他学

聴覚教室で開催しました。佐賀県での開催は初めてで、西九州大

会からの参加者は居りませんでしたが、日本原生動物学会がこの

学にとっても、全国大会という本格的な学会を引き受けるのは初

ような活動をしているということを他の関連学会に知ってもらえ

めての経験でした。そのため、何かと行き届かぬことも多々あ

たことは重要な意味があると思いますし、今後ともこのような活

り、参加してくださった会員の皆様にはご迷惑をおかけいたしま

動を続けていくことは学会の活性化にきっと結びつくものと期待

したことも少なくなかったかと思います。また、大会の準備も不

しております。

慣れなことも有り、それなりに大変なこともありましたが、多く

ただ、大会参加者を募っている過程で、佐賀市内のホテルの予

の方々のご援助と、会員の皆様のご協力により無事終えることが

約が非常に取り難い状況が発生したことはまさに「想定外」で、

できましたことを、この紙面を借りまして厚く御礼申し上げま

慌てて学会のホームページに「緊急情報」を載せていただきまし

す。

たが、それでも何人かの会員にはご迷惑をおかけしてしまいまし

特に、大会の準備段階では、山口大学の藤島先生と堀先生には

たことを申し訳なく思っております。

貴重なご助言を頂き、さらに山口大会の大会準備スケジュール表

来年は富山大学で、スタッフは野口先生お一人で準備するとい

まで参考として見せて頂きました。また、特別講演では、フォ

うお話でしたので、今回の大会運営のノウハウをお伝えして、協

イッスナー先生を招請するに当たり、その来日スケジュールの調

力したいと思っているところです。

整や、来日してからの大会中のお世話等を宮城教育大学の島野先

では、皆様、富山で会いしましょう。皆様と、またお会いでき

生と琵琶湖博物館の楠岡先生がすべて引き受けてくださいました

ることを楽しみにしております。

し、会期中の会場係等を九州沖縄農業研究センターの橋本先生と
嶋谷さんが引き受けてくださいました。このように多くの方々の
協力がありましたおかげで、私どものような地方の小さなスタッ
フの少ない大学でも何とか大会を無事終えることができたものと
感謝しております。また、私の研究室の学生たちにとっては、学
会という未知の世界を垣間見ることのできた貴重な経験でもあり
ました。
2005年の帯広大会の会期中に高橋会長から、次は西九州大学で
引き受けてくれませんかと言われたときは、実は、即答すること

Wilhelm Foissner 博士による公開特別講演

ができませんでした。そのとき私の頭の中をよぎった思いは、西
九州大学の交通アクセスの悪さでした。ＪＲ長崎線の神埼という
小さな駅から大学まで公共の交通機関がなく、しかも土日はス
クールバスも運行されていない。これをどうするか解決してから
でなければ返事ができなかったのです。そのため、帯広大会での
総会では次期大会開催地については懸案事項としていただきまし
た。
次に、学会を引き受けるとして、会場を大学以外に、学外に会
場を借りて開催することも第二の選択肢として考えました。その

ポスターセッション

場合、当然会場費が高くなりますので、それを学会が援助してく
れるのかどうかも心配で、高橋会長に相談したところ、評議委員
会で協議してくださり、いつもの大会より大会補助費を多く出し
ても良いとの返事を頂き、早速幾つか候補となる公共の会場を調
べてみました。そこで、驚いたのは、どの会場も、早くて半年
前、場合によっては3ヶ月前に抽選で借り手を決め、それより早
くからは借りることができないという事実でした。これでは、学
外に会場を設定することは不可能です。やはり大学でやるしかあ
りません。今度は大学の事務方との相談です。幸いにして、快く

懇親会

協力しましょうとの回答を得ることができましたので、ようやく
会長に「お引き受けし、会場は西九州大学とします」という返事
を正式に出すことができた次第でした。
後は、会員の皆様のご協力で、佐賀という遠隔地にもかかわら
ず、参加者数77名（一般44名、学生33名）、懇親会参加者68名
（一般37名、学生31名）、口頭発表演題数29、ポスター発表10
題と、盛会のうちに閉会することができました。
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日本原生動物学会 会長就任のご
会長就任のご挨拶
のご挨拶

で、同様の施設を全国に設置する努力や全国に多数ある水族館へ
の進出も検討する価値があります。法人化後の大学は、旅費に使

日本原生動物学会 会長 藤島 政博

える財源の絶対量が減りました。そこで、外部資金がない場合

会長に就任しました藤島です。

は、年間の学会参加回数を減らさざるを得ない状況にあります。

任期中の目標が3つあります。

そんな状況でも原生動物学会だけには優先的に参加したいと思え

一つ目は、ご承知のように約10

るように情報量の多い魅力的な年大会になるよう、大会長を助け

年ほど前から生物の分類上での原

る工夫をこらす必要があります。困難ですが、研究室数の減少に

生動物の位置が以前とは違った様

勝る会員増を図り、任期中に会員数を250名以上にしたいと思い

相を現してきまして、藻類の進化

ます。

の研究成果から単細胞動物（原生

三つ目は、学会員が維持している貴重な原生動物の株の維持・

動物）と単細胞植物（藻類）とを区別する意味が薄くなってきま

分与体制を会員の協力で整備し、定年退職後の株の維持や会員の

した。こういう状況は、学会の看板に「原生動物」を掲げる当学

実験の需要にすぐに対応できるようにしたいと思います。

会の立場を再考し、他の学会との違いを明確にしなければならな

他にも前評議員会から引き継いだ学会改善の懸案事項が多数あ

い時期が来たことを意味していると思います。避けては通れない

りますが、若手研究者の育成に関わる件を最優先にして活動した

時期に会長になったことを実感します。この問題については評議

いと思います。当学会が産まれた経緯は、前会長の高橋三保子先

員会の中にワーキンググループを置いて議論し、会員の皆さんの

生らによって原生動物学雑誌（36巻2号）に詳細が記録されてあ

ご意見を取り込んで整理したいと思います。

ります。これを改めて読み直しますと、この学会を発展させばけ

二つ目は、原生動物学会の会員数についてです。約20年近くも

ればならないという使命感に燃えます。会員の皆様のご協力をよ

200−230名の間を推移していた会員数がついに200名を下回りま

ろしくお願いいたします。

した。これが一時的だといいのですが、減少の兆候とすると早い
うちになんとかしなければ年大会の低迷化に繋がります。研究室

新評議員・
新評議員・役員名簿

数の減少、助手ポジションの大幅減、そして研究を継続できるポ
スドクポジションがなかなか得られないことが主な原因と思いま

会長：
藤島 政博

す。今後の数年間は、定年退職者が続出しますので会員数の減少
は学会の命運をかけた深刻な問題です。しかし、最近の「若手の

評議員：
今井 壯一（会計），今村 信孝（編集），松岡 達臣（庶務）
遠藤 浩，小林 富美恵，高橋 忠夫，竹内 勤，田辺 和裄
沼田 治，牧岡 朝夫，見上 一幸，三輪 五十二，八木田 健司

会」の内容の濃いシンポジウムの開催にみられるように、幸いに
も、当学会の院生、ポスドク、若手教員層には有能な人材が実に
豊富です。業績をためて就職のチャンスを待つことができるポス

原生動物学雑誌 編集委員会：
今村 信孝（編集委員長）
洲崎 敏伸（副編集委員長），春本 晃江（副編集委員長）
岩楯 好昭（ホームページ），末友 靖隆（ニューズレター）
今井 壯一，松岡 達臣，高橋 三保子

ドクポジションをもっと増やす努力をする必要があります。各大
学の施策や学振PDを活用することはもちろんですが、人件費を
払えるグラントの取得に学会員が協力して取り組む必要がありま
す。「ミクロ生物館」はスタッフの努力で大成功しておりますの

原生動物学関連の
原生動物学関連の学会開催情報
Small Matters: Microbes and their Role in Conservation (The Center for Biodiversity and Conservation’s Twelfth Annual Symposium)
会期: 2007 年 4 月 26 日～ 27 日, 場所: American Museum of Natural History, New York, USA
International Congress of Toxicology
会期: 2007 年 7 月 15 日～ 19 日
FASEB Ciliate Molecular Biology Conference
会期: 2007 年 7 月 21 日～ 26 日
第5回
回ヨーロッパ原生動物会議
ヨーロッパ原生動物会議・
回ヨーロッパ繊毛虫会議
ヨーロッパ繊毛虫会議 (V European Congress of Protistology and XI European Conference on Ciliate Biology)
原生動物会議・第11回
会期: 2007年7月23～27日, 場所: ロシア共和国・サンクトペテルブルグ市, ホームページ: http://ecp2007.ifmo.ru/, 電子メール: secretary@ecp2007.ifmo.ru
(please, refer to “ECP-V”)
International Society of Protozoologists (ISOP/PSA) 2007年度大会
年度大会
会期: 2007年8月4日～9日, 場所: Crowne Plaza Hotel, Providence-Warwick, Rhode Island, USA, 参加締め切り: 2007年6月
第12回国際自由生活性
回国際自由生活性アメーバ
回国際自由生活性アメーバ会議
アメーバ会議 (12th International Meeting of the Biology and Pathogenicity of Free-living Amoebae)
会期: 2007年8月27日-30日, 場所: 埼玉県和光市国立保険医療科学院, 主催: 国立感染症研究所寄生動物部, ホームページ: http://www.nih.go.jp/niid/para/
flam2007/, 連絡先: 国立感染症研究所寄生動物部部長 遠藤 卓郎 tendo@nih.go.jp , 八木田 健司／泉山 信司（事務局）flam2007@nih.go.jp
International Society of Protozoologists (ISOP/ISEP) 2008 年度大会
会期: 2008 年 7 月 23 日～ 27 日
第 13 回国際原生動物学会議（International
回国際原生動物学会議
Congress of Protozoology, ICOP XII）
会期: 2009 年, 場所: ブラジル
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岩国市立ミクロ
回公開講演会
岩国市立ミクロ生物館
ミクロ生物館 第1回公開講演会
私にとっての「
にとっての「未知との
未知との遭遇
との遭遇」
遭遇」

～ 生物の
生物の寿命について
寿命について考
について考えてみよう ～

参加記

佐賀大会エクスカーション
佐賀大会エクスカーション （岩国市）
岩国市）に参加された
参加された皆様
された皆様へ
皆様へ

岩国市教育委員会 由宇支所長 藤井 昭久

岩国市立ミクロ
岩国市立ミクロ生物館
ミクロ生物館 館長 中島 篤巳

2006年11月20日、岩国市立ミクロ生物館の公開講演会が、由

岩国市立ミクロ生物館は参加型生物館というコンセプトで子供

宇文化会館で開催されました。およそ、理系とは縁の無かった私

から大人まで気軽に利用して頂いています。オープンしてすでに

が、昨年3月20日の市町村合併で岩国市教育委員会の由宇支所に

1歳半。ウオーミングアップに終止符を打ち、職員一同、今年は

配属になった為、ミクロ生物館運営連携協議会のメンバーとな

実戦期に突入したものと確信しております。

り、会場の館長もしていた関係で、この講演会に参加することに

本館は、これまでTVや新聞報道で一般の方々にも認知されてお

なった次第です。ミクロ生物館の末友専門職員から事前に、ゾウ

り、さらに研究者にも気軽にお立ち寄りいただきたく思っており

リムシの研究をされている奈良女子大学名誉教授の高木由臣博士

ます。そのために専門職員は日本原生動物学会での発表、各自の

の講演で『寿命』（仮題）のお話ということをお聞きしておりま

ネットワーク利用などで共感者のフィールドを拡張してまいりま

した。高木先生が研究されている「ゾウリムシも生物なのだから

した。

寿命があるのか」と単純に考え、人生半ばを大分過ぎた、当年

学会発表では一昨年の帯広畜産大学での日本原生動物学会に引

とって53歳の自分があとどれ位生きられるのか－「自分の寿命」

き続き、昨年は佐賀大学で発表し、ネットワーク拡張に大きな進

についてのヒントを貰えるのではと期待して当日を迎えました。

展がみられました。すなわち日本原生動物学会会長・藤島政博教

『生物の寿命について考えてみよう』というテーマで、パワー

授がミクロ生物館エクスカーションを企画され、学会終了後に

ポイントを駆使しての1時間余りの中身の濃い高木博士のお話

さっそく実行に移されました。佐賀県から山口県東端の岩国市由

を、私が理解できる範囲で要約してみました。

宇町まで、36人の遠路はるばる田舎道ツアーです。

① 百歳以上のお年寄りの数が最近20年間でおよそ16倍になって

街では瀬戸内随一の景観を誇る防予の海を眼下にする「銭壷山

おり、人間の寿命は、近年になって大きく伸びている。つまり

ふ れ あ い パ ー ク」で 2 泊。夜 は「教 授 連」「助 教 授・講 師 連」

は、人の「限界寿命」が判明しつつある。

「助手・若手連」という3つのグループが宴会付自由討論を行っ

② 魚など卵を沢山産む生物ほど、速く寿命が来る＝生存率が下が

たことで、社会的地位や世代間のギャップが少し埋められたよう

るのが急激であることや、鳥から家畜・人間にかけて、総体で寿

です。

命が長くなることが、生存曲線で示された。

翌日は奈良女子大学名誉教授・高木由臣氏が「生物の寿命につ

③ 分裂性細胞や非分裂性細胞、原核生物やら真核生物について説

いて考えてみよう」と題し、無報酬で講演して下さいました。一

明され、原始の細胞（生物）は、寿命がなかったが、細胞が寿命

般市民は、その爽やかなアカデミズムに感動していたのは今も印

を獲得することによって生物の進化が始まった。

象に残っております。

④ 細胞の生死によっていろんな体の部位が形成されることも解明

これを期に、瀬戸内美を誇るこのミクロ生物館に気軽にお立ち

された｡

寄りいただき、研究機関の一般社会への窓口として利用していた

⑤ 数十億年前に細胞（生物）が「寿命」を獲得した＝「死ぬこと

だければ幸甚と存じます。

ができる」ようになったことにより、現在の人類が生まれた。

文末となりましたが、昨年までにお立ち寄りいただいてご助言

この高木博士のお話は、これまで私の知識の中の「人類の歴

を下さった以下の方々に厚く御礼申しあげます（以下順不同、敬

史」のスケールを遥かに越えたもので、真に「未知との遭遇」で

称略）。

した。自分という存在が遠大な人類の歴史の中ではほんの一瞬の

藤島 政博（山口大学教授）、松山 幸彦（瀬戸内海区水産研究センター主任研究官）、高木 由臣
（奈良女子大学名誉教授）、高山 晴義（元広島県水産海洋技術センター次長）、波田 寿一（兵庫

ものだと自覚でき、「寿命」＝「死ぬこと」は、恐れるものでは

医科大学学長）、浜田 泰三（広島大学教授）、中川 平介（広島大学名誉教授）、ハンス ゲルツ

なく、むしろ喜ばしいことだと思えるようになりました。ミクロ

（シュツットガルト大学教授）、洲崎 敏伸（神戸大学助教授）、今村 信孝（立命館大学教授）、

生物館に関わっていなかったら本当に一生耳にすることができな

フィリピナス（フィリピン大学教授）、堀 学（山口大学助手）、松岡 達臣（高知大学教授）、渡

春本 晃江（奈良女子大学教授）、藤井 昭久（岩国市教育委員会由宇支所長）、ナティビダッド
辺 彊（東北大学名誉教授）、芳賀 信幸（石巻専修大学教授）、楠岡 泰（滋賀県立琵琶湖博物館主

かった貴重なお話でした。

任学芸員）、天野 實（広島大学名誉教授）、佐藤 克也（山口大学助手）、加藤 紘（山口大学前学

ミクロ生物館や原生動物学会の皆さんに心からお礼を申し上げ

長）、杉原 美一（山口大学副学長）、仁科 幸雄（山口大学秘書室長）、渡辺 康憲（瀬戸内海区水
産研究所部長）、相馬 芳枝（産業技術総合研究所顧問）、佐野 萬（元由宇町教育委員会教育

ると共に、皆様のご活躍ご健勝を心からお祈り致します。現在、

長）、石本 直邦（岩国市科学センター館長）、村田 雄嗣（山口県岩国健康福祉センター主査）、

岩国市では「錦帯橋とその周辺の街並み」を『世界遺産』に登録

大楽 一博（岩国市立由宇中学校教諭）、中島 光博（広島市立舟入高校教諭）、田中 新一（元九州

していただくよう国に申請しています。皆さん、合併して一段と

大学講師）、島田 恵造（山口県園芸療法研究会顧問）、鷲田 哲雄（鷲田医院院長）、青山 和江

大きくなった魅力的な岩国市に是非、またおいでませ！

の皆様、岩国市教育委員会の皆様、柳井市教育委員会の皆様

（広島県立高陽高等学校教諭）、濱岡 秀樹（愛媛大学研究員）、滋賀県立琵琶湖博物館はしかけ
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他

写真でみる
写真でみる

ミクロ生物館見学会
ミクロ生物館見学会・
生物館見学会・懇親会

（2006.11.262006.11.26-28 山口県岩国市）
山口県岩国市）

ミクロ生物館見学会
ミクロ生物館見学会
前日の
前日の様子
宿泊メンバー全員でプチ懇親会を開き、時の経
つのを忘れるくらい（左写真の時計に注目！）楽
しく充実したひとときを過ごしました。

ミクロ生物館見学会
ミクロ生物館見学会
27日のミクロ生物館見学会では、原生生物
専門の博物館である“岩国市立ミクロ生物
館”が行っている、マクロな活動の数々が紹
介されました。
前日までの疲れも見せず、海岸でプランク
トンネットを片手に海産微小生物の採集に勤
しむ先生方、微小生物の観察で驚きの声が飛
び交う実験室、原生生物の話題で盛り上がる
展 示 室…と、実 に 活 気 に 満 ち 溢 れ て い ま し
た。

懇親会の
懇親会の様子
27日夜は、山口県ふれあいパークにて盛大に
懇親会を開催しました。左が一次会、右が二次
会の模様です。これ以上無いくらい新鮮なお刺
し身、鍋料理、それに何より楽しいお話の数々
で大いに盛り上がりました。

ミクロ生物館のある潮風公園みなとオアシスゆう
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若手の
若手の会 役員就任のご
役員就任のご挨拶
のご挨拶

若手の
若手の会コーナー

若手の
若手の会 抱負
山口大学大学院 理工学研究科 児玉 有紀
この度、若手の会の副会長を務めさせて頂く
ことになりました山口大学の児玉有紀です。佐
賀大会でのワークショップはとても充実してい
て、若手の皆さんの研究のレベルの高さに驚
き、研究に対する意欲がますます増しました。
今年も昨年の大会に負けないような活気溢れる
会にしたいと思います。宜しくお願い致しま
す。

若手の
ができました !
若手の会HPができました
http://www.geocities.jp/youngprotozoologists/

若手の
若手の会メーリングリスト登録受付中
メーリングリスト登録受付中 !
protozoologists-subscribe@yahoogroups.jp
に空メールを送信するだけで自動登録されます。

新旧役員全員集合

若手の
若手の会 会長就任のご
会長就任のご挨拶
のご挨拶
若手の
若手の会を盛り上げようの会
げようの会、会長
立命館大学大学院 理工学研究科 加藤 豊
『若手の会』と聞くと、皆さんはどんな印象をお持ちですか?
前会長が『サブ的なイメージ』と言っておられましたが、佐賀県
の大会でその印象は大きく変わったと思います。本会より公演時
間が長く、より緊張感の高い会で、大成功に終わったと思いま
す。今回私が会長に就任し、次なる目標として考えていますの
は、研究者の交流です。私は修士1回生で原生動物学会に初参加
し、初めて同じ実験生物（ミドリゾウリムシ）を扱う人たちに出
会いました。その時の交流で私の研究魂に火がつきました！！私
の 指 導 教 員 は 天 然 物 化 学 を 得 意 と し、研 究 室 の
テーマのほとんどが化学です。普段の生活でミド
リゾウリムシの話をできない私にとって、生物屋
さんとの出会いが非常に新鮮で、且つ刺激的であ
りました。そのような出会い、交流を大切にした
いという思いから、会長をお引き受けするに至り
ました。同じような経験をぜひ多くの若手研究者
にして欲しいです。「若手の会が楽しみで参加し
た」というような声が聞けるように、来年度の、
そしてこれからの若手の会をスタッフや皆さんと
共に盛り上げていきたいと思いますので、どうぞ
よろしくお願い致します。2,30年後には同窓会が
開けたらいいなぁと思っています。

若手の
若手の会 抱負
筑波大学大学院 生命環境科学研究科 杉田 真希
私が初めて原生動物学会に参加させて頂いた
とき、アットホームな雰囲気と元気な若手の皆
さんのおかげですぐになじむことができまし
た。この雰囲気を今後も保っていけるようがん
ばります。よろしくお願い致します。

若手の
若手の会 抱負
岩国市立ミクロ
岩国市立ミクロ生物館
ミクロ生物館 専門職員 末友 靖隆
2001年に若手の会が立ち上がってから、今年
で7年目になります。若手の会の発展に尽力さ
れてきた、これまでの代表の皆様の想いを引き
継ぎ、更に発展させるべく、加藤会長、児玉さ
ん、杉田さんと一致団結して励んでまいりま
す。同時に、ミクロ生物館職員としても、若手
の会の活動に惜しみなく協力していきたいと思
います。よろしくお願い申し上げます。

フォトコンテスト受賞作品
フォトコンテスト受賞作品のご
受賞作品のご紹介
のご紹介

最優秀賞受賞作品 “ 分裂する
”
分裂する小核
する小核に
小核に局在する
局在するBNI2
する
筑波大学大学院 武内 史英

優秀賞受賞作品 “ ハッチング ”
茨城大学 小笠原 誠志・
誠志・堀口 人士

BNI2はアクチン調節蛋白質であるフォルミンファミリーに属する
蛋白質です。私は繊毛虫テトラヒメナで2つのフォルミン様蛋白質、
BNI1とBNI2を発見しその機能を解析するために、両者の抗体を作成
しその局在を調べました。その結果、BNI1は細胞質分裂時に分裂面
に局在するのに対し、BNI2は分裂する小核特異的に局在することが
わかりました。テトラヒメナではBNI2のような小核特異的な局在は
これまで発見されておらず非常に興味深い結果と考えています。

群体性の緑藻Pleodorina californica とVolvox carteri が親群体か
らハッチングし、娘群体が群体中から放出されるところです。
左のVolvoxは暗視野で撮影したものです。娘群体中にはそれぞ
れ、表面に小さな体細胞と、gonidiaと呼ばれるといくつかの大き
な無性の生殖細胞が見られます。右のPleodorina は明視野で撮影
したものですが、外膜を写すためにコンデンサを絞りすぎてしま
いました。
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若手の
若手の会 前会長からの
前会長からのメッセージ
からのメッセージ

作に携わっていただきました。この場を借りてお礼申し上げます。そ
して、これからもよろしくお願いします。

若手の
若手の会代表を
会代表を終えて
兵庫県立大学大学院 生命理学研究科 西原 絵里

若手研究者が楽しむ場がある限り、原生動物研究に未来がありま
す。単細胞にはおもしろい現象がたくさん詰っています。未来永劫楽
しみたいです。

以前から薄々気付いていました、マニアックな研究
者がマニアックな生物を対象に盛り上がっていること
を。私は若手の会メンバーになったのを機に本格的に
原生動物学会に参加するようになりました。今更です
が、原生動物は多種多様であり、とてもおもしろい生物です。単細胞
で生きているということ、試験管の中で生かされた細胞ではないとい
うこと、実験する度に痛感します。私はいつも顕微鏡室の隅っこで、
マイクロ王カード調で表現するとダークサイドで、私ひとり、いえい
え、アメーバと一緒に楽しく遊んでいます。私の研究室では原生動物
を扱っているひとがあまりいません。そのストレスを発散するため
に、というか、アメーバ自慢をしに、最近ではスキップで会場入りし
ています。

若手の
若手の会 前役員からの
前役員からのメッセージ
からのメッセージ
若手の
若手の会を振り返って
神戸大学大学院 自然科学研究科 山田 周平
少しでも学会に積極的に関わっていこうと思い、私が若手の会の代
表メンバーになり、あっという間に2年が過ぎました。私は少しでも
皆さんが楽しく、そしていつも原生動物と一緒にいてもらおうと、
様々な原生動物グッズの企画を担当させて頂きました。カレンダーや
マウスパットなど、主に若手の会の景品として出品しましたが、我な
がらどれも良いデキで、私の携帯電話には今現在も原生動物ストラッ
プが誇らしげにぶら下がってます。メンバー同士の連絡のやりとりは
専らメールで、思うように進まない時もありましたが、会長の西原さ
んをはじめ一致団結して若手の会を作っていけたと思います。本当に
ありがとうございました。

若手の会代表を務めるようになり、何をしていいのか皆目検討がつ
きませんでした。学会である以上、学術的な活動をし、学術的観点か
ら交友を深めたいと考え、若手ワークショップを開催することになり
ました。若手が年輩の先生方を押し上げ、追い越す、そんな場を目指
し、企画しました。今年度のワークショップ演者のみなさんは自ら発
表を希望してくださり、とても力強く感じました。若手のみなさん、
ワークショップを自己アピールの場に利用してください。そして、お
もしろい現象をどんどん紹介してください。ただ、若手からの質問が
少なかったように思えます。今後のワークショップでは若手どうしの
熱い戦いを期待します。

若手の
若手の会に入って
宮城教育大学 教育学部 熊谷 朋子
私が若手の会に入ったのは、帯広での学会でお誘いを受けたのが
きっかけでした。入会したての頃は、研究の大変さやそれをこなしつ
つ若手の会の活動を行う大変さを何も分かっていませんでしたが、そ
れをこなされてきた先輩方の意気込みは本当にすごいと思います。私
は研究との両立が出来ず、先輩方のやりとりを見させていただくだけ
で何の手伝いもせずにいて、本当にこの場をお借りしてお詫びしたい
と思います。今期で退会させていただきますが、今後運営される方々
も頑張っていって欲しいと思います。

本会は日本原生動物学会の若手の会です。学会前日に開催されると
勘違いされている学会員の方が多くいます。それは間違いです。若手
の会から原生動物学会本大会がはじまります。残念なことに、評議委
員会と時間が重なっていました。できるだけ多くの若手研究者、年輩
の先生方に参加していただきたいと思います。参加してド満足するこ
と間違いなしです。なぜなら、新若手の会代表はとても頼もしい方ば
かりだからです。既に活動を始められていて、新たに若手研究者をス
カウトしているようです。私は知っています、日本中にはまだまだ原
生生物に魅了されている研究者がいることを。

西九州大学 健康福祉学部 三好 孝和
三好さんは大きな身体で普段はゆったり
されていますが、野外採集時は俊敏になる
そ う で す。佐 賀 大 会 で は 会 場 の 準 備・設
営、若手の会懇親会会場の選定、フォトコ
ンテストをまとめていただきました。
（本人多忙のため代筆 西原 絵里）

多くの方々のご協力のもと、若手の会は活動しています。一昨年の
帯広大会では五十嵐慎先生、田中みほさんに大変お世話になりまし
た。そして、この2年間ともに活動してきた、三好孝和さんにはフォ
トコンテスト、会場設営を、山田周平さんにはオリジナルグッズの製

佳作受賞作品 “ とびだす
とびだすミドリゾウリムシ
ミドリゾウリムシ ”
神戸大学大学院 島田 晴美

佳作受賞作品 “ 初日の
初日の出 ”
岩国市立ミクロ
岩国市立ミクロ生物館
ミクロ生物館 末友 靖隆

ヨドバシカメラには便利なものがたくさん売っています。印刷関係のコー
ナーをご覧ください。写真を立体写真にする便利なキットを発見するでしょ
う。後は簡単です。付属のソフトで電顕写真を処理、フォトフレームに入れれ
ばあなたの愛する原生動物が目の前に！手を伸ばせば触れることすらできそう
です。私の愛するミドリゾウリムシも感動的な仕上がりとなりました。ニュー
ズレター上では再現できないので、皆さまもぜひこのすばらしいキットを入手
することをお勧めいたします。

この作品は元々、平成18年の年賀状用として、ミクロ生物館の業務
の一環として作ったものです。Echinosphaerium sp. によるミドリゾ
ウリムシの捕食シーンを撮影した写真の中で、軸足が程良い具合に撮
影できたものを、ミクロ生物館の目の前の海岸の風景と合成してしま
いました。見れば見るほど変ですが、今後もこの流れで原生生物の魅
力を世間に広めていきたいと思います。
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Newsletter スペシャルコラム
アメーバ経営
アメーバ経営は
経営は間違っている
間違っている ～ 今、企業経営は
企業経営は太陽虫の
太陽虫の時代へ
時代へ！ ～
神戸大学大学院 理学研究科 生物学専攻 洲崎 敏伸
原生生物の名前で最も知られているのは、文句なしにアメーバだ。試しにYahoo!で、「アメーバ」をキーワードにして検索すると、約9,650,000件の
ホームページがヒットした（2006年11月23日現在）。2位はゾウリムシで約125,000件、その次はミドリムシの約34,100件と続いている。ちなみにアメリ
カの本家Yahoo!でアメーバの英語表記の"Amoeba"を検索すると、約1,580,000件がヒットした。ゾウリムシ"Paramecium"は、約215,000件、ミドリム
シ"Euglena"は約94,100件である。アメーバだけが日本語のサイト数が英語のサイト数を上回っている。これは不思議な現象である。いろいろ調べてみる
と、ほとんどの原生生物は英名のほうが圧倒的に多くヒットするが、アメーバだけは日本語での知名度がはるかに高いことがわかった。どうしてだろうか
と思って、さらに調べてみた。すると、「アメーバ」という言葉は、もともとの意味を離れて様々な使われ方をしていることがわかった。
「アメーバ経営」という概念があるようだ。これは京セラで行われ、この会社が発展
した原動力となったといわれる経営管理の手法で、会社の中に「アメーバ」という小さ
な組織をたくさん設置し、これらが独立して自主的に他のアメーバや社外の企業と取引
をすることにより収益の向上を目指すという経営方式であるらしい。Yahoo!で調べた
ら、「アメーバ経営」は約789,000件もヒットした。企業内アメーバは大きくなったら分
裂する。また、実情に応じて統合することもあるし、環境に応じて柔軟にその形を変え
ることができるのだ。どうやら、この「アメーバ経営」が、アメーバの知名度を引き上
げている原因の一つであるらしい。しかし、じっと考えてみると、原生生物学者として
はこのネーミングにはどうもしっくりこないものを感じてしまう。アメーバが分裂する
というのはいいとして、統合するというのは、アメーバにはふさわしくない。どうも、
経営学のイメージする「アメーバ」というのは、図
図1のようなもののようである。
アメーバ経営の「アメーバ」は、本当のアメーバと比べていくつかの相違点がある。
（1）アメーバの分裂前の大きさは、必ずしも２倍ではなさそうだ。（2）2分裂ではな
く、たくさんに分裂することもありそうだ。（3）分裂によって、細胞の構成要素は均等
に分配されるとは限らないだろう。（4）アメーバは細胞融合することもある。などであ
る。こういう存在を「アメーバ」と呼んでいいのだろうか？ 2分裂により、遺伝情報と
細胞質をきちんと等分に配分し、むやみやたらと巨大化することなく、つつましく生き
ている本当のアメーバに対して失礼なのではないだろうか？ 図1のアメーバは、本当の
アメーバと比べると無節操で下品な感じが否めない。どことなく、アメリカB級映画の代
表作である「恐怖の人喰いアメーバ」に出てくるような怪物アメーバを連想させる。ち
なみに、本当のアメーバの分裂・増殖は、図
図2のようなものである。
アメーバ経営のアメーバと違って、本当のアメーバは分裂から分裂までに、2倍以上には大きくならない。また、分裂は必ず2分裂である。また、決定的
に違うのは、2匹のアメーバが統合したりすることは絶対にないという点である。
アメーバAmoebaの語源は、ギリシャ語で「変化」"change"を意味する"amoibe"に由来しており、アメーバの細胞の形が常に変化することからこのよう
に名づけられたとされている。確かに、周囲の状況に臨機応変に反応してその形を変えていく能力は、企業の経営に求められる能力にも通じるものがある
のだろう。「アメーバ」という語句の響きにも、従来の社会通念を打ち砕くような新奇さがあったのだろう。原生生物の名称が社会的に認知されていくこ
とは、原生生物学者としてはちょっと嬉しくもある。しかし、生物学的に見た場合、アメーバ経営のアメーバは、やはりどこか違っている。これは、むし
ろ「太陽虫」の分裂・増殖の様式に似ているのだ。しかも、太陽虫の中でも、大型の「オオタイヨウチュウ」の生活様式（図
図3）にそっくりである。
太陽虫は、球状の細胞の表面からたくさんの針状の仮足が生えているのでこのような
名前で呼ばれている。美しい形をした、主に淡水産の原生生物である。オオタイヨウ
チュウは、細胞内に核が多数存在する、いわゆる多核性の太陽虫の一種である。池や田
んぼなどに、普通に生息している。細胞の大きさや核の数はさまざまで、一定していな
い。盛んに増殖する際は、細胞は巨大化する。また、一度に多数の個体に分裂すること
もある。さらにアメーバ経営に出てくる組織と似ている点としては、細胞同士が融合し
て、複数のオオタイヨウチュウが1個の個体になることがある。
太陽虫がアメーバよりも経営のモデルとしてふさわしいと思える理由がもうひとつあ
る。それは、「休眠シスト」である。周囲の環境が極端に悪化すると、太陽虫は硬い殻
を細胞の周囲に作って休眠シストという形状に変化する。休眠シストは乾燥にも強く、
完全に乾いた状態で何年も耐えることができる。風に乗って何千キロも運ばれることも
あると言われている。これは、普通のアメーバには見られない特徴である。経済が悪化
した時代には、経営をスリム化して環境が改善されるのを待つことができる能力も、企
業の経営には必要なものなのではないだろうか。
太陽虫をじっと見ていると、まさに「ライジング・サン」をいう感じで元気が出てくる。上向きつつある日本の経済をもう一層活性化するためにも、
「アメーバから太陽虫へ！」というスローガンで企業を経営してみてはいかがでしょうか。

事務局からのお
事務局からのお知
からのお知らせ
学会賞・奨励賞の推薦等のお願い

編集・刊行 日本原生動物学会編集局
〒525-8577 滋賀県草津市野路東1-1-1
立命館大学理工学部内 （編集委員長： 今村 信孝）
Tel / Fax: 077-566-1111
E-mail: imamura@se.ritsumei.ac.jp

会員の皆様からの学会賞、奨励賞候補者の推薦等をお願い致します
（原生動物学雑誌第37巻第1号に掲載の本会記事をご参照下さい）。
推薦等の締め切りは6月末日に変更になっております。なお、昨年度
の原生動物学会総会において、奨励賞候補者の応募資格（年齢）が以
下のように変更になりましたのでお知らせ致します。

ニューズレター編集担当 末友 靖隆
E-mail: suetomo@shiokaze-kouen.net
HP: http://shiokaze-kouen.net/micro/
ご意見・ご感想・ご要望、お待ちしております。

（旧）8月末日で満35歳以下
（新）6月末日で満35歳以下
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