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 新生若手の会, 始動 

新会長, 就任あいさつ 

越後谷 駿（北海道大学）   

 この度, 原生生物学会若手の会の会長を務めます, 

北海道大学大学院生命科学院修士課程 2 年の越後谷 駿

です. 私は学部時代まで物理学を専攻しており, 大学

院から原生生物の研究を始めました.  

 私が関心のあるテーマは, 物理学的な視点からみた

ソライロラッパムシの遊泳や採餌行動です. 外界との

物理学的な相互作用が, 行動に与える影響について, 

観察実験や流体シミュレーションなどを使ってアプ

ローチしています. 一見すると遊泳も採餌も, 繊毛を

使い水流を起こすことで現れただけの行動です. しか

し, しっぽのように伸びた細胞後部を水底にくっつけ, 

入り組んだところで群体を形成しており, まるで狭い

場所で身を寄せ合ってエサを吸い込んでいるように見

えます. ラッパムシがどのように固着場所を選び, ど

うしてわざわざ集団で採餌を行うのかとっても不思議

です. 外界との物理学的な相互作用に着目して, その

行動を引き起こすメカニズムや, その行動が生きてい

く上でどのような役割を果たしているのかを明らかに

していきたいです.  

 このように物理学から原生生物を理解する研究はマ

イナーかもしれません. ただ, 他分野からでも新しい

切り口で原生生物の世界を広げていける, そんな世界

観を原生生物は持っているように感じます. 学会では

研究者のみならず, 高校生や教育関係者なども参加し

ています. 今まで生物学を専門にしていなかったり, 

馴染みがなくても「面白い！もっと知りたい！」と思

わせる力を原生生物は秘めており, 分野という境界を

持たずに生きているからこそ多くの分野との親和性が

高いのだと感じます. 外部からでも自然に調和して学

び合っていける場を, 若手の会で作っていきたいと思

います.  

 最後になりますが, 人間がこの世界をより良く生き

るための生き方を模索しているように, 原生生物たち

も同様に厳しい環境中を生き抜いているのだと思いま

す. 多くの人たちが知らない流体力学を, ラッパムシ

は難しい式やシミュレーションを使わず, 体で理解し

ています. 我々より, ずっとずっと長く生きてきた原

生生物だからこそ, 「おばあちゃんの知恵袋」のよう

にして身につけた驚くべきことや新たな価値がまだま

だ詰まっていると思います. そんな原生生物の生き様

を垣間見ることが私の研究の目標であり, 若手の会の

活動を通して, 掘り起こすことにつながっていければ

いいなと考えています. 今後の活動では, 原生生物学

会本会の方々にもご協力いただけますと幸いです.  

それでは, よろしくお願いいたします.  

 

新役員の紹介 

島田 雄斗（高知大学）   

 新たに若手の会の副会長を務めさせていただくこと

になりました. 高知大学大学院の島田 雄斗です. 私の

研究対象生物は繊毛虫コルポーダです. コルポーダは, 

適切な水環境下では栄養細胞として遊泳し, 増殖を繰

り返します. しかし, 乾燥により水が干からびてきた

ことを感知すると, 球形の休眠シストを形成します. 

私はこれまでに, 温度上昇刺激により休眠シスト形成

が誘導されることを発見しました. そして現在は, コ

ルポーダにおける温度受容機構についての研究をして

います.  

 原生生物は様々な機能を備えており, その中には種

特有の機能もあるのでとても興味深い生物です. 若手

の会を通じて, 様々な原生生物を知ると共に, それぞ

れの研究内容を共有することで, 皆様および自身の研

究活動をより良くしていければと考えています. 新た

に就任した若手の会の皆様と共に, 新生若手の会を盛

り上げていきたいと思います.  

ラッパムシと筆者の採餌行動 

ラッパムシは 2 つの渦状の水流を使って, 餌を口に運

ぶ. 筆者は 2 本の手を器用に使って, はちみつがのっ

たパンを口に運ぶ.  

若手の会 通信 

  

コルポーダの栄養細胞（左）, 休眠シスト（右） 
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 面田 彩馨（神戸大学） 

 このたび原生生物学会若手の会に参加させていただ

きました, 神戸大学大学院保健学研究科修士課程 2 年

の面田 彩馨と申します. 私は寄生虫の複雑な生活史と

その生活環境に適応する能力に興味をもち, マラリア

原虫の研究を行なっております. マラリアは世界三大

感染症の一つに数えられる原虫（寄生虫）感染症で, 

年間約 2 億人の罹患者と約 40 万人の死者を出します. 

マラリア原虫はヒト（脊椎動物）の体内で成長し, 蚊

の体内で生殖を行います.  1 つの場所のみでは子孫を

残して生きることができないという特殊性とそれに伴

う環境適応能力の高さから, マラリアに対する高性能

なワクチンの開発は難航しています. マラリア研究の

発展に少しでも尽力できるよう努めていきたいです. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これまでの活動 

越後谷 駿（北海道大学） 

「一家に 1 枚」ポスターの応募 

 「一家に 1 枚」ポスターは, 文部科学省が, 1 つの科

学技術をテーマにして, 基礎から最新の研究まで幅広

くまとめた 1 枚のポスターを発行しており, 博物館や

科学館などで配布されています. 今回は, 令和 2 年度

における「一家に 1 枚」ポスターのテーマ選定の公募

が行われ, 若手の会では, 「あなたの知らない原生生

物の世界」というテーマで応募しました.  

 企画書では, 原生生物の, 環境・寄生・産業といっ

た社会と多様な関わり合いを 1 枚のポスターにまとめ, 

目には見えないけれども身近にいて重要な原生生物を

広く国民に知ってもらいたいという提案を行い, 本会

員西上幸範氏が文部科学省で, オンラインの企画プレ

ゼンを行いました. 系統樹における人間の立ち位置な

ど, 我々のルーツを確認でき自然科学の入り口に立ち

返るテーマであるという講評や, web 上のコンテンツへ

とつなげることなど様々なコメントをいただきました.  

残念ながら採択には至りませんでしたが, 原生生物が

社会にどのように見られているのか, どのような発展

があるのかを知ることでき, 大変有意義な機会であり

ました. 

 

国際ワークショップ「Visualization workshop: The 

Life of Young Protistologists」の開催報告  

 今年の日韓合同で行われた年大会 Kobe2020 が終了し

た 11 月 23 日午後に, 若手の会企画として国際ワーク

ショップ「Visualization workshop: The Life of Young Pro-

tistologists」を開催しました. オンライン開催となった

学会でなくなってしまった, 休憩時間や懇親会での交

流を補うことを目的に, イラスト制作を通した交流

ワークショップを行うことで, 日韓の若手研究者がオ

ンラインであっても相手の人柄をつかめるような場づ

くりを行いました.  

 

 今後のイベント予定 

春の勉強会について 

 来年度初めに春の勉強会をオンラインで開催する予

定です. 若手同士がお互いの研究について知り, 様々

な原生生物を楽しく知っていくことが目的です. まだ

論文にできるような結果は出ていないけど, 「どんな

ことに興味があり, 何を見てみたいのか？」ザックリ

とした目標みたいなものを語り合う機会にしたいと

思っています.  

 「他の研究室ってどんな研究をしているんだろう？

何を目指しているんだろう？」そんなちょっとした興

味から参加していただけたらなと思います.  

 詳しくは学会メーリングリスト, web サイトを通して

告知いたします.  

 

 

 

 日本原生生物学会若手の会では，皆様のご意見を募

集しています．ご意見，ご要望をお寄せ下さい． 

また，若手の会役員も随時募集しています．興味のあ

る方は（young.protistologists.jsp@gmail.com）までご連

絡ください． 

若手の会ホームページ 

https://sites.google.com/site/youngprotistologists/  

  

実験中の様子 
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2021 年度 若手の会役員 

会長 

 越後谷 駿（北海道大学） 

副会長 

 島田 雄斗（高知大学） 

庶務 

 梁瀬 隆二（オックスフォード 

 ブルックス大学） 

会計 

 面田 彩馨（神戸大学）  

ホームページ 

 桐間 惇也（あすたむらんど徳島） 

 梁瀬 隆二（オックスフォード 

 ブルックス大学）兼務  

役員 

 池田 理佐（岡山大学） 

 内之宮 光紀（電力中央研究所） 

 小森 美沙希（奈良女子大学） 

 柴田 あいか（立命館大学） 

 白鳥 峻志（筑波大学） 

 中村 憲章（福井県立大学） 

嶺井 隆平（長浜バイオ大学） 

矢﨑 裕規（理化学研究所） 

矢吹 彬憲（海洋研究開発機構） 

山根 菜摘（奈良女子大学） 


