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長崎大学水産学部研究報告第92~5' (2011) 

海洋性発光細菌を用いた微生物実験教材キットの試作と試用

和田 実 べ湯 玲子叱今回千秋本3

Use of a marine bioluminescent bacterium to develop teaching 

materials for basic microbiological experiments 

Minoru WADAぺReikoY li * 2 and Chiaki IMADA同

Our objective of this research is to make safe and easy access for students to basic microbiological 

experiments at high schools and universities. W 巴 us 日d a ma似r命t叩m巴 biぬ01如ur百mme偲scω巴n凶1廿叫tbact 巴仇n山um，

Pho(.ωobαcleωrIlυ1II1phoδ'pワhoωr，ωfI1川11str勾ainOC2伺 1at four 、classes，on日ina high school in 2005 and other in 2008， 

and other two in a university in 2006. At th巴b巴ginningof each class， all students learned the principle 

of obtaining bacterial single colonies by dilution， and practiced st1'eaking and spreading OC2-1 cultures 

onto ag'ar media after serial dilution. Univ巴rsitystudents fu1'ther conducted thrモekinds of experiments 

to study the effects of oxyg'en depletion， osmotic stress and immobilization by alginate calcium on the 

bacte1'ial luminescence. In 2008's practice， a hand-made luminomete1' which was comp1'ised of a solar 

battery and a voltmete1' was used to monitor the light output from the bacte1'ial culture町 According'to 

th巴resultsof the questionnai1'e to ask students fo1' their opinions on the pmctice， we concluded that the 

experiments with bioluminescent bacterium captured students' interests， and fostered b巴tter

understanding of microorganisms. 
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制Uf!sIは地球 l二のほとんどすべての環境に存在するが，個々 ルギー代謝を行う極類がいること，環境中の炭素や笠素等の

の細胞を観察するには尚倍率の顕微鏡を必要とするため，実 元素結成に重姿な役割を来たすこと，人を含めた他の生物に

|採の生き物としてその存在を身近に感じることが少ない対象 対して病係官tを示す積立iがいる一方で，分子生物学の発展に

である。しかし， t則的にI'kJする正しい認識と盟併は，公衆術 史献し，泣伝子クローニングなどパイオテクノロジーに利用

生の改善，維持や向 l二にとって必須であるとともに，バイオ されることさ与を学ぶ。い

テクノロジーなどを通した産業振興， ~f::.態系の保全や環境修 これらの内容は*llJ r誌に I到する基礎的かっ雪fI:~な知見を合

復のfltiWにとって不可欠であり )1現代社会における生物学 み，個々のfi1元浬!仰を目指した教材研究も行われているが 3)

リテラシーを儲成する重要fJl'jJ柄のーっと言える。 現実にはJ受業時間や実験設備，準備等のfl10約など，様々な盟

主III保iに|却するぞt物学的知識は，おもに高校生物 Iの「細胞j， [11によって， *111闘を材料にした生物学実習の機会を持つこと

「生殖と発生jと「遺伝j，生物日の「分子からみた生命現象j， は容易ではないと考えられる。

「分子からみた遺伝現象j，r生物の多段性と進化Jと「生物 このような背景のもと，我々は光を放つ細菌(発光細菌)

の集iヲむなどで学宵される。具体的には，細菌は核を持たな にi3:I'~I し，その1m科教育における応用を試行してきた。))発

い単純I1JJ包の微生物であること，二分裂によって地殖すること 光細菌は海水や海底泥，海賎動物の体表等から， elに見える

ご与を学ぶとともに，光合成や2草案I!~J定， fiì~化など多隊なエネ 光を放つコロニーとして容易に分離・培養されるので，細菌
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教材の好例として， これまでにも紹介され，IU~をの興味を強 14291'; TACGGYTACCTTGTTACGACTT)を!日いて PCR

く引くことが示されてきた。 8) したがって，発光細菌を活 噌似した。 得られた PCR断片のうち， 1，406塩基対の配子IJを

mすれば，細i的ま指{をf日肌し、る1体本!験段的な学1習勾の機会を容易に;提足

市制紛納1m闘おや i微1数故生物に i段関笑刻li述1虫!する t閉1将1元学手?習P7lへの7意立欲も強く H喚l喚5免~tl思:尋=するこ Wada e抗七 a計1，，1川に準じた。 i決夫定されたi峰i怠1基1配1把己子タ列iリlについて，

とできるとj期切凶f偽待4寺今される BLA8TプログラムをJfJいて段も近縁な日以uの発光細iま!との

しかし，これまでの発光納践の教材化の試みにもW<Iわらず tl!向性を議べた。 11)

その普及が進んで‘いないのが現状である。その背iifとして，

幾つかの克服すべき諜題があると考えられる。まず，発光和 2.病毒性試験

闘の分自If:源として適当な，鮮度の良いiIiJ政魚介綴を安定して 5週鈴の ICR系雌マウスを l.il塁間予備飼育し，一般状態に

確保することは必ずしも容易ではないこと，そしてf照的操作 異常のないことを確認した後，試験に供した。試験動物はボ

の経験が1!!~l、場合には，発光細fifiの分離および純化は難しい リカーボネート製ケージに各 5IJCJ!文字ミし，室漏出。C

ことが挙げられる。また， 1.岩株の純化が!次功しでも，その後 こと 20C)，!照明時間を12時期ハヨに設定した飼育室において倒

の制I:fJ'¥:培養や冷凍保存1:1:1{こiお株の発光能力が低-1"しやすく， 育した。腕料(マウス，ラット Hll叫)杉鼠料;ラボ MRストッ

ー!主低下した凶株の発光はほとんど回復しない等の難点があ ク，日本!Lfkg7t.工業(株))及び水(水道水)はlヨ111に際取させ

る。さらに，教材に!郎、る発光制的株の積|弓定や，病Jtt'f!l:の た。 i均株の投与Hiiに約 411.HI¥j，試験動物を絶食させ，体mを

有力!~の総認を行った例も 1!!ç く，教育，gv誌において安心してItJ 測定した後 OC2-1+~drH主濃縮放を3.2x 108cfu/mlになるよう

いるために必要な情報が不足していると考えられる。 に調裂したものを， 20ml/kg の投 1].容~U:J:で符ゾンデをmいて

そこで，本研究ではあらかじめ筆者らが分縦した発光*111菌 強制前回経口投与ーした。これにより試験計の各試験動物個体

株について，その組問定と病毒性の有無の li'{f~認を行ない，そ に投与命される生iifi数は6.4x 10"cfu/kgとなった。対照併には，

のj!f，:i1;)¥ミをiff養するために必裂な最小限の材料をキット化する j滅的iíí}水を問機!こ投与却した。1iJl~~)UJI:\J は 14 日 iおとし，投与 iヨ
ことにより，一般的な高等学校以上の生物実験資において， は頼回，翌日から 1日1ITIIの鋭察を行った。投与後 7日およ

簡単・確実に制的のlnば1操作と生物発光の実験ができるかを び14日目に体重をiJllJ定し， t-検定により有志水準 5%で1Ti'n:j
検証し，将米的な発光*lIli潟教科キットの苛及，定着にliJjけた の比絞を行った。観祭j別間終了時に試験動物すべてを)~Ij検し

改良J誌の111I1/:'，を目的とした。 た。これらの動物試験は，すべてltJl刀法人日本食品分析セン

具体的には，これまでに筆者らが海洋深江Eから分離，純化 ターに委託，実施した。

した多数の発光制的株の11功〉ら，安定して強く光る的株を l

つ選びi:l:し， 168リボソーム RNA遺伝子1紀子IJに掠づく判定 3.発光細菌を用いた教材キットの構成

を行うとともに，急性的毒性の有無について，マウスを用い マイナス80
0

Cに{呆存しである OC2-1株を実視の 2， 3日lIIi

たi許認試験を実施して安全性を確認した。その株をHJいて者11 に， 1/28WC寒天i元l也に塗抹し， IIAY所25
0

Cで 2，3 [J I1A灼?ま室

内の普通科の高校生(1~ 3"1ミ生)ならびに見H科系の大学生 後，崎地上にJJ~れるコロニーの発光を 1:i~JI肢で確認した。発光

(3 "n に対して実習授業を行った。実習実験の結ll~ と実~l!1 が強い単一コロニーを分i~!f~しておき，尖~~llìíí夜に新鮮な1/2

後のアンケー卜誠奇結楽に基づいて，本教科キットの背及の 8WC 液体l古地(約 5mDにJ主主nして， 25
0

Cで約14時間振と

ために改良すべき点

議論した。

材料および方法

1.発光級麗の分離，選定，同定

海水や海!長j尼等の試料を Nealsonの係法9;からグリセロ

ールをi添いた1/28WC寒天民地 (750ml海水(境分34パーミ

ル程度)， 250ml 'k~瑠水， 2.5g' Bacto-peptone (Difco 211677， 

8parks， MD)， 1.5g Bacto-yeast巴xtract(Difco 212750， 

8parks， MD)， 15g Bacto-agar (Difco 214010， 8parks， 

MD)， 1 N7水k酸イ化ヒナト iサjウムで pH7.5に謝4終迄) に塗J抹本， 2お5 
。OCでi培吉

から，発光が強く， 11音所において発光が肉眼で明瞭に認めら

れる OC2-1株を選別した。 OC2-1株の同定のため， 1/28WC 

液体i初出1:1:1で培養した細胞を遠心集i却し， DNeasy Tissue 

Extraction kit (Quiagen， Valencia， CA)を府L、て DNA

を抽出後，細菌の168リボソーム RNAj立伝子の共通配列ブ

ライマー (27f; AGAGTTTGATCCTGGCTCAGおよび

じでf!si淡を新しい1.5ml試験管lこ0.5mlずつ分岐した。なお，

実尚ilが始まるj廷がjまで， fおii支は冷蔵もしくは氷11:1保存した。

OC乙H~~の濃縮f!ßiìr支は， 1/28WCで液体J:)今設したf!si体を冷却

遠心機 (HitachiCR-21F) で迷心~訂正î (約4，000g， 4
0

C， 15 

分間)した後に i二澄みを姶て，培養H寺の1/10~4f誌になるよう

に残したj古養液中にi弱体を再懸濁して調製した。この濃縮i芸i

ii主も受講者の人数に応じて， 1.5mlのポリプロピレン製マイ

クロチューブに0.5mlずつ分使し，使用砲がjまで冷蔵もしく

は氷1:1…l保存した。慕本実験に必要な1/28WC液体総地，問主主

天i奇士山，希釈月Jの塩溶液 (1%NaCDとともに，ポリプロピ

レン製の試験管(10ml)，マイクロチューブ(1.5ml)，スポ

イト (3ml)， MU装imループ，およびスプレッダー(ニッス

イ製)を用意ーした. これらのプラスチック製品は滅的済みの

ものを使用した. この他，応用実験に用いる炭酸水(日本生

活協間組合連合会， co-opただのf実際水)， 2 %アルギン円安ナ

トザウム， 20%1盆化カルシウムi如{支および 5MNaClを実お3

の受講者の人数に応じて調製した (Fig.1， Table 1 )。 炭破

水を除き，試薬獄は一級以上の純度のものを使mして調製し，
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尚IT蒸気滅的(オートクレーブ;121
0

C， 20うわした。予定し った。いずれの場合にも， 2 ~ 4名ごとのグループ単位で尖

ている尖験内谷を記述した実験者を作製し，受講者全員に当 験を進めた。

日配布した liWilj;1日ヱタノール (70%v/，，)で手先や実験台，実験器!ミ

~q;を殺i王ii将司j した後， 1/2SWC 寒天府地 Lにあらかじめiff慈

した OC2-1株のコロニー 1つを随伝iJl-JループでF万しい淡{本l庁

出ならびに寒天出地へ媛積したo J~~天i白地では，単一コロニ

ーが得られるように定法に従ってjilH線塗抹した。 i副交におけ

る制的数の測定実験では，寒天地地 1'.の発光コロニー lつを

ループで 1ml の滅的J11{ii~波 (1 %NaCD に後孫，振とう if~

干11した後，そのO.lmlをスポイトで'0.9mlの 1%NaCl 溶液に

懸濁した。その後， O.lmlのIr:i~岱 ilfiJ ì伎を0.9ml の 1 %NaCl i筑

波で、7URする操作を繰り返し， 10吋まで段階的な希釈列を1'1:

らせた。大学における3足首では， OC2-1株主と12時間以j二培養

した!新夜O.lmlと0.9ml滅的認Kirn伐を混合した後，高校で、の実

i!?と1，朴正に10'6まで段階的な希釈子IJを作らせた。各希釈段階

の!お懸ilHJii支O.lmlを，新し L、 J1:i 7(Þî~Hl!，こ ilírF1&t，スプレッダ

ーで塗抹させ， t福l(約20
0

C) もしくは25
0

Cの'1[.(ilirl'ii r}'1でjIjJ;

光下でl六設した。 2 3 1] 後に寒天i出血 1 :1 ~'t じた発光コロ

ニーを暗所で観祭・計数した。

応m実験として2005{fおよび2006"fには， (1)発光の綬京要

求型1:~.i:\!B会， (2)発光に対する浸透11:の 1jf~智試験， (3)アルギン闘を

カルシウムi去による発光和111主|の|点|定化実験を行った。 2008'rf

には， (2)の実験とともに，(4)k関屯池をJi]l‘、た発光il¥lli定試験

を行った。

発光の綬;i}~安ょjと↑イ1:試験では，あらかじめO.lml の OCふl株

濃縮iお泌を分aした 2本のマイクロチューフをJIJ):';j;し，その

発光を!旅認した後，一}Jの濃縮@i主には炭機水0.5mlを1Juえ，
もう -)JにはliiJ:uの蒸留水を1J[Iえた。この11寺，各lまi淡の NaCl

濃度はfi('.lO.lMとなった。直ちにマイクロチューブの長をiお

め，強く振とうした後，両者の発光をî~見祭した。 5 分程度経

j必した後，マイクロチューブの議を聞けてitJ出三を継続した。

lijjfぷの実験を筆者ーらが行った際には， I究機水を1JIIえてから 8

分後にスボイトを!日いて菌液に通気した。

発光に対する浸透!王の影響試験では， 0.1， 0.5， 2.5および

5 M J1oi化ナトリウム淡j伎を各1mlずつ調製した後，マイクロ

チューブ内でOC2-1株の濃縮波20μlと各取化ナトリウムirhr支

をy見合した。蒸留水(1 ml)にも同様にii出~íf!f<i討誌をうlit し，

ぷ終的なJlii1iJ1!115.tをO.OlMとした。各ir:ii伐の発光をIIIJ所て‘観察

するとともに，発光iJliJ定装i，i，!(GENE LIGHT 55，マイクロ

テックニチオン(株))をmいて各試料から得られる10秒間の

発光強度(積分したj[むを測定した(京潟22-230C)。その際，

4.実習授業の実施 i弱体を含まない蒸留水をブランクとし，各滋濃度における定

2005年111J7 I~I および101~1 に，東京大学教育学部F付属高等 泣 líl白から z~~ し ~I いた。

学校の限科(生物〉の設業で，高校 3'.日1::.，12名を対象に本 発光市1mまiの同定化実験では， 0.5mlの 2%アルキ、ン請をナト

教材キットの基本実験および応用実験の一部を行った。 2006 リウム溶液と|弓ほの OC2-1株濃縮淡をマイクロチューブ内で

年 4月26日および河"j:9J=J41::Jには，東京海洋大学海洋科学 よく混合し，その混合物を20%1主化カルシウムj災被 (2ml 

部海洋生物資源学科 IjjJ識の応用微生物~f:実験において，学部3 以JJ に滴下してjjH'l~ した。ゲルの':1=.成は 10ml の試験管もし

年生(初問27名および 2同日14?:'h 合計411'，)を対象に本教 くは200mlのビーカー11'で行った。生成したアルギン酸カル

材キットの基礎実験および応用実!倹を行った。 2008ir9 )J 14 シウムゲルをカルシウム溶液から取り 11:1してプラスチック製

日には，東京農業大学Il付属1 高等学校において， 1:1:1学 1'rf シャーレ uこ[泣き，新鮮な1/2SWC i復{イ、l斉取を少:Jt1JIJえてか

生から高校 3'rf'l:=.までの19名に対して応用尖験の一部を行な らl指針で発光を観察した。筆者らは同僚の実験を行い，生成

Fig. 1. Items p1'ovided to each student in the laboratory 
p1'actices. They will be packed as an educational 

mate1'ials kit [01' delive1'Y. 

A: Agar plates (1/2 S¥九iC)，B: T -shaped sp1'eade1's， 

C: Inoculation loop， D: D1'opper pipette (ste1'ile)， 

E: Cultu1'e B1'oth (1/2 SWC， in a ster・ile50ml 
tube)， F: Micro tubes (1.5ml) 

Table 1. List of main items used per person in the 
labo1'atory practice 

Name 01 ilems 
Over nighl cullure 01 slrain 

OC2-1 
Slrain OC2ぺcellsuspension 

(5X concenlra出d)

Agar plale (1/2 SWC) 

Cullure broth (1/2 SWC) 

n
一
o-
e
o
--

白

M-f
 

e
一

，A
U
司e-

ミ

u-
H
u
--n-

M
U
山o-m

一1・
8

一m
L
"
問

nu

n
d
問m

一1
V
《

一o
一
f
 

A

一

1.0ml 

5p凶 es(20mJ/plate) 

5.0 m¥ (jn 10ml tube) 

Sterile saline solution (1 % 
NaCI) 

8.0 ml (in 1 Oml lube) 

Carbonated water 1.0ml 

Distilled water 3.0 ml 

5M NaCI solution 1.0ml 

2% Sodium alginate solution 0.2ml 

2.0ml 20% CaCl， solution 

Inoculation loop 10/package 

10/package Dropper 

Microtube (1.5ml) 10 

21 



22 平[JIEI， yb!i， 今日1: iIIj仲間:発光細菌実験教材の試作と試問

したゲルの発光強度を定tf~~するとともに， タイタープレート

(48ウェル) j二にl買いて，写真版彩した (NikonCoolPix 

4500)。実験が終了した後， [芸i体および使用した器具は，すべ

てオートクレーブまたは煮沸により滅的した。

太Ilb!i'，'Eiltllをf:I1l、た発光測定試験では，鉄製のi時給(150x 150 

x300mm)内に太陽屯池 (60x 1l0mm， L-500M，ケニス)

を設置しておき，その受光揺に接するように寒天培地上:の発

光コロニーもしくは1.5mlマイクロチューフ1こ入った発光|均一

j伎を飾i泣して，得られる市圧{政 (mV) をデジタルマルチメ

ーター (PC-20，サンワ)で測定した。

5，アンケート

2005年および200611'-の尖宵においては，参加した生徒，学

生全員にアンケートを配布し，本教材キットの有IJJ'tll:を評他i

するために次の4つの設!日J， (1) r生物(微生物)の学WI.I'.，

役に立ったかどうかJ，(2) r受験あるいは原料教材キットと

して役'II.っかどうかj，(3) r実脅は面白かったかj，(4) 

教育において本教材キットを導入するl時期はいつが適当かj

を尋ねた。各設問に対する1i11答は， 3ないし 5つの選択肢か

ら選ばせ，そのJlJlfllを記述させた。また，基本実験の呉体的

な実問内容を 7項目に分け(1. r防護した発光高H打差iが放っ光

の観祭j， 2. r発光卒lIIi訟の生態に|対する講義j， 3. r実験の

説明j， 4. 111!~[!f;i傑作急lnWj ， 5.1寒天li?地への納えやl け j ，

6. 1段階希釈操作Jおよび 7. 1希釈i知伐の寒天i庁地への塗

布j)，それぞれについて「必史的:1， 1興味の1"1さ」および「朗

解!支jを 4段階で;刊誌liさせた。大学生に対しては，この7J質問

に加えて基礎実験に関わる 3項目 (8.11'1討をした発光コロニ

ーの1m，奈j， 9， 1コロニーのカウントJおよび10.r 1コロニ

ーあたりのi指数の計算J) と， 3種類の応用実験 (11，1際主主

要求性試験j，12， 1浸透在実験jおよび13.I1主l定化実験j)

の合flH3項目について|司隊にアンケートで評価させた。アン

ケー卜は実視を終えてから 2i邸時以内に[iJ]JI文した後， 1必!}E

性j，1興味のiおさ」および「理解!立jの各 4段階評価に対し

てむから十 3の得点を与えて数値化した。 200811ミの実現時に

おいては，実験内i{(協分変化および太陽電池をJTJいた簡易

発光測定装間の評価)に関してのJm解度をIIIJうとともに，細

菌についての予鍛知識や興味を問う記述式アンケートを実施

した。

結果

1.教材キットに用いる発光細菌の問定ならびに病毒性試験

海洋環境試料から分離した発光*¥lI1京株のうち， 1;全く発光し，

凍結保存から再び培地に増殖させた際にも，安定して同様の

強い光を放っ OC乙1株を教材キットに用いることにした。

OC乙1株は，岩手県大悌湾の海底泥から分離された発光細菌

株である。本株の168rRNA i宣伝子商己列(1，406属選対)は，

既存のデータベースに対するBlast検索の結果，日正支flの海洋

伝子治{基配列のデータベース (DDBJ/EMBL/GenBank)に

吟録した(主主録若干 rラ:AB304085)。

Jlliiマウスを用いた急性経口iij性試験の名古巣， OC2-1株をマ

ウスの体重 1kgあたり 6.4X109cfu 投与した-ir:tは， 14日Jj誌

の観祭!倒的]1=1:1に対Jllil群とi司織の体Z宮崎加を示し (Table2)， 

訴鮮の間に認識しうる行動の去や疾病，死亡例は認められな

かった。このことから，検体のマウスにおける単閉経i二l投与p

による LD50fl症は， Jllfiでは6.4x W'cfu/kg 以上であると判断

された。通常の OC2-1事長崎養陛Ji伎が1mlあたり最大でもlO')

細抱限度であることから，この試験結果を休電50kgの人に適

用すると，少なくとも10ml以上のi岩波を一度誤飲しでも，者:

しい健康被容は生じないことが示唆された。

Table 2. Results of acute oral toxicity of strain OC2-1 

against female rodents 
Body weight (g) (mean土 standarddevi剖Ion)

Before 7 days after 14 days after 
administration admjnistration administration 

Adminlstra1.ed roden¥s 
25.4土1.7 28.4:1:1.6 30.3:t2晶6

(n=5) 

Non-administrated 
25.4:1::1.8 28.41:1.7 30.3ま2ア

rodents (0=5) 

2.発光細菌を用いた基本実験

基本実験では，細i!f;Iのi主主主操作の基本手技を学ぶことを目

的として， [弱体の接積， Jt討を，段階希釈による生risi数(コロ

ニー数)のiJ!lJ定を行った (Table3 )。実河内谷のマニュアル

の配布と =t旨説明の後， iì~ä);1日エタノール (70%v/v) によ

る手先および実験合，実験器呉等の殺iまu潟市を行い，実験世!?

Lで約 3分間ガスバーナーに火をつけ，J照的傑作j二の意義を

説明した。次に1/28WC jJ~(f夫 lÝ~f地上{こ地主fi した OC2-1株の単

一コロニーを，新鮮な液体および寒天i剖也へ飢閥的にJ主1JUし

Table 3. Typical time schedule of the laboratoIγpractlce 

using strain OC2-1 

主主思~ ι

…
 

BasIc experiments 

40 
Serial dilut旧 nof a sinClle colonv 

* Counting of bacterial co!onies 
Qrown on aqelr plates 

金 30

Assessment of the 

bioJuminescence output from 
strain OC2-1 cells suspended in 

Advanced experiments carbonated w~r 

30 

Assessment of the 

bioluminescence output from 
strain OC2.1 ce!!s suspended in 

different concentrations of NaCI 

40 

solution 

Preparation and observation of 

the immobilized cells of strain 
OC2.1 

30 

Lecture 

Learning ecological topics on 

bioluminescent bacteria 

30 

'[Ij;発光*1111まPhotobacterIulI7phosphorellll1と99%のキ1'1向性を示 Intermission 

した。このことから OC2-I1"Aミは Pphosphorelllllとj司fluである

と考えられた。 得られた取法配列は，信j立iiiL伝学研究所の造

20 

Total 240 

本 Colonycounting was conducted under the dark condition within 2 days a伐erthe inoculation 
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Table 4. Estimates of absolu匂 cellnumbers of a single colony of strain OC乙1by serial dilution method 

Estimates of Number of co!onies on agar plate (n: upper) 
absolute cell numbers from a single colony of OC2ペペN:lower) Dilution(む)

student I 

UNC 

student H 

UNC 

student G 

UNC 

student F 

UNC 

student E 

UNC 

student D 

UNC 

student C 

UNC 

student B 

UNC 

studentA 

UNC 

UNC UNC UNC UNC UNC UNC UNC 

76 

UNC UNC 0.1 

UNC 

49 

4.9E+05 
1 

1.0E+05 。

UNC 

23 

2.3E+05 
7 

7.0E+05 。

UNC 

76 

7.6E+05 
15 

1.5E+06 
2 

2.0E+06 
G 

UNC 

89 

8.9E+05 
16 

1.6E+06 
2 

2.0E+06 
1 

1.0E+07 

215 

2.2E+05 
83 

8.3E+05 
12 

1.2E+06 
0 

UNC 

100 

1.0正+06
11 

1.1E+06 
0 

7.6E+04 
0 

0 
2 

2.0E+05 。

254 

2.5E+05 
28 

2.8E+05 
4 

4.0E+05 
0 

23 

2.3E+04 
9 

9.0E+04 
7 

7.0E+05 
0 

0.01 

0.001 

0.0001 

0.00001 

。9 G 。。。0.00口001

UNC : uncountable 

* Following equation was used to estimate the number of cells derived from a single colony of OC2-1 
N = (n/0.1)吋ID
n = number of colonies on each agar plate 
o = dilution factor 

+
+
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fこ。高校では OC乙1株のf:iiーコロニーを段階希釈にも用いた

が，大学では培養i知夜を段階希釈した。 OC2-1株1mlを接積

した液体i台地，ならびにO.lmlを塗抹した寒天沼;t自は，いず

れも!協所で静置した。基本実験が終了するまでに，高校と大

学のどちらの実習においても，合計約 1時間30分を要した

(Table 3 )。尖習の 2，3 EI 後には，各希釈サンフ。jレを塗抹

した寒天培地上のコロニーはすべて強く発光していた。高校

生が段階希釈法で:'HJ~定した 1 コロニーあたりの生菌数は2.3

x 101-1.0 x 10'cfu (平均8.3X 105cfu)であった (Table4 )。

同燥に大学生が測定した l~r!i設的江主 1 ml 111の生保i数は 1x 
108-4.5 x 10'Hu (平均1.7XlO，Jcfu/ml)となった。

Fig. 2. Changes in the bioluminescenc日 output from 

strain OC2-1 cells suspended in carbonated water町

Ventilation of th巴cellsuspension was made at the 

time point indicated by an arrow (↓)日1'1'01'ba1's 

indicate the ranges of the output from duplicate 

samples. 
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Fig. 3. Changes in the biolumin巴sc巴nc巴 output from 

strain OC2-1 cells suspended in different 

concentrations of NaCl solution. Error bars 

indicate st且ndarddeviation of th日outputs(n出 9for 

each tr回 tm日nt).

0.1 0.5 2.5 

NaCI concentration (M) 

0.01 

3.発光級菌を用いた応用実験

発光の酸素嬰求性を調べる実験では， OC2-H1(濃縮ij主にfik.

絞水を加えた陸後から，発光は急速に減哀し，やがて見えな

くなった。一方，蒸留7Jえを加えた直後の樹液は，水の添Jmfiii

と比べて若干光が弱まったが，発光を確認で、きた。著者らが

発光訟の変化を定散した結果を Fig.2に示す。スポイトから

菌液に安気を吹き込むと，炭酸水を加えたi装Ii夜からの発光誌

が急速に増加した。マイクロチューブのふたを，~~j けて， r岩波

を放侵しておいても，緩やかに発光が悶復した。

浸透圧が発光へ及ぼす影響を調べる実験では，i1立終泡化ナ

トリウム濃度が0.01，。目1， 0.5， 2.5および 5Mの[j:lで， 0.5M 

のfI寺に最大の発光{ffi[を示した (Fig¥3)。盗濃度がO.OlMある

いは2.5M以 i二では，発光は顕著に低下した。ープtJ，0.5Mと

O.lMの発光値の差は小さく (t検定の P{I位=0.022)，O.lMの

発光{ffi[が0.5Mより高い場合もあった。各試料の発光強度を

11音JI1rにおいてi勾限で観察した結果と，発光測定装誼を用いて

定泣した結果とは，よく一致していた。

3i'f1目の応用実験では，アルギン酸カルシウム法によって

i設定化された OC2-1細胞が，生政活性を維持するかどうかを，

発光によって確かめた。 OC2-1iJ，%縮i芸I体とアルギ、ン般の混合

物を塩化カルシウム溶液11:1にスポイトで滴下すると，政ちに



4.実習のアンケート結果

2005{ドおよび2006{j:に本教材キットによる実i!?授業を受講

した高校社.12名のうち 9~10名，大学生41名のうち， 36~41 

名からアンケー卜のlfil答を得た (Table5， 6， 7)。本キッ

トの Y~TJTJtl，について禄ねたアンケートの結果， Table 5に示

すように 7訓 (7/10)の高校生が本教材キットをmいた実習

を生物の学問に役立つと答え， 号制 (33/36)の大学生が微

生物学の学沼に役力つど谷えた。高校生は円t物のすごさに

触れられるからj，I教科書で見たことを尖擦にできたからj，

f受験では使わないけれど，大~j:に行ってから役立つと思っ

たから」などをその~'I1 EIiとして挙げ，大学生は， ["" ffllt!siにも多

燥なものがいることを知るきっかけになったj，円二|で見て雌

認できるJ。町駅!:.物は生物学:を学ぶ l二で!ItD!な生き物だが宅

高校~~~;では実際に倣う~覧会があまりないので， この教材キッ

トはよ LリなどをがE[IJIこさjまげた。

過半数 (5/9)の尚校生は本教材キットが受験に役立たな

いと判断したが，その日Hillとして「教科書にのっていな L、j，

[""/lo物 IIを使わないj，I実際の研究に役立ーつことであり，受

験で使うことではないJなどの;む見が挙げられた。

本教材キットがIf日科教科キットとして役立っかどうかのII¥j

いに対して，大学I[二の約 7~il] (24/36)はrHl科教科キットと

して役¥1っと答えた。そのffJlFlIとして「視覚的に!感動する，

安全で操作しやすい， [勾谷がi創立である，失敗し主!iい，判り

易く興味がもてるJ等の立見が挙げられた。…-}J， Iどちらと

も託えなLリあるいは「不向きJのお!等fm!!1として，筆者ら

の説明の不手際や，実験のf今ìl l\jの待機11寺山!が長かったこと'~;

が挙った。

高校生の 7'MIJ (7/10)および大学生のほぼ全員 (35/36)

が，実if/を「まあまあ面白かったJあるいは「耐白かったJ

と答えた。そのffHI11として， 1祁li去が光る様子に感動したj，

11~1 分で光る i誌を ljòi1さし， Iヨで確認できるのが楽しいj，I発

光を数値化する鷲き，実験内存 (*jlj!:luを一つ一つ確認しな

がら進められるJなどが挙げられた。

高校生の 9書1] (9/10)が，本教材キットの効来的な導入11当

Wl として，生物 I で原妓生物に IM~Iする基礎的な知見 (τ:分裂

による憎Jil'!， 1]IIi炎双球l~i における形質転換(クリフィス，ヱ

イブリーらの尖験)，大1I知器ファージの』itt首長(ハーシーとチェ

イスのp，ミ験等)を学問する際が良いと|訂1:;写した。 6jl;りの大学

生 (25/41) も，本教材キットをお校生物で導入するのが適

当だと剖得した。

Table 6に示すように， 1OZ'，の高校生が{本験した基本実験

の7項目について，教材としての必要性と興味の尚さ，およ

び即解!支に応じてアンケート結果に得点を与え，数値化した

ところ，必要''[11，において訟も高い得点を得たのは 3.I実験の

説明」であり(9名からの合計=22点)，最低得点は 4.1無

l器保作線官jに与えられた(合計=19点)0 I司憾に，興味の程

度では7.1希釈的j伐の寒天iff地への塗昨日がiIもお得点 (23

J~IJ を得たのにおJ して， 2. 1発光都lIfまiの生態に|刻する講義J

がi設低}:~~f、Cl6r'~O となった。Jll拍手!安からみると， 6. r段階希

釈操作Jと7. r;ffi'釈信長îil支の君主天上主liliへのさ~:{[íJが共に故山J得

点 (23，rAIJを得たが， 3. I実験の説明j， 4. 11照的操作練習zlJ

今111・海洋ド1:発光*111民実験数料のiI式イ?と試JlJ

直径 5mm限度のsj(状もしくは円給状のゲルが生!或した

(FigA)。生成したゲルをシャーレ等のSl'.j:[lな容器に回収後，

新i!.!洋な1/2SWC if長{本l}，;.j:監を10mlt'EJ主加えて静殺した。ゲル

の発光はWi!定化直後には磁めて弱かったが，速やかに|司復し，

5分ほど経過すると肉眼で篠かめることができた。民地を加

えたiI'i後からゲルの発光Htl土地方nしたが，海水のみを加えた

場合でも凶様に発光;誌が地加した (Fig'.5 )。

2008年に行なった太陽屯池をnl~ 、た発光測定試験では，強

く光る発光細|是[淡を発光電池パネルのi1ijに設ぼした場合に最

大で0.7mVの電ilが得られた。 -)j，海水のみを設以したi品

合には，屯JEはOmVであった。

吋F:J
tタj，1

 
f
 

τ小
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Fig.4. Appearance of immobilized cells of strain OC2-1 
with calcium alginate geL Left: Brig'ht field imag'e， 

Right: Bioluminescent image 
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Fig. 5. Chang'es in bioluminescent output from the 
immobiliz巴d cells of strain OC2-1 during' the 
incubation. 

Black circle: Cells were incubated with culture 
broth. Open circle: Cells were incubated with 
sterile seawater. 
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Error bars indicate th巴 rangesof the duplicate 
samples. 



i長崎大学水政学部研究報告第92号 (2011) 25 

および 5.1寒天府地への紡え付けj の 3 項目は同じ必低f~ZJ;}，I，î， 定化実験」が以も低い得点となった (84点)。

となった 09点)。 実験に対する1J1!1沫の高さでは，基本実験と応用実験のがIれ

，大学生36名が基本実験[1:1の 10JJ~iIニ!と応問実験の 3 JJU においても司「情設した発光*lTIi泌が放っ光の観祭jが節

目の合計13J頁尽について評価したがi県を Table7に示す。ま 点と以も高い得点を示す一方で， 10. 11コロニーあたりのiまi

ず高校生が体験したものと|司じ 7つの法本実験項目に対し 数の計算Jが必要性の評{rlljと河じく最低点 (61点)だった。

て，必要!立がiえも得点が高いものは 4. 11!!tlまi操作**官Jだっ 2008年の実習では，応ITJ実験のうち浸透!王尖験を行う前

た(101点)が，段低点は 2.1発光年UlI淘の }c卜.態にi泌する講義J に*:1lI泊の続lIjl包自主の存在について教授したところ， 57%の生徒

の91点だった。)III者の項目に対する前市liは， よるア

ンケートでlf;!d氏だったことと対照的である。 高校生へのアン

ケートには無い基本実験の 3項目まで含めると，大学生1:cJ身

が寒天ifi地に発光ま111闘を援陣後に行なった 8.1治主きした発光

コロニーの観察J が，必必、2袋2↑性'1生1: て、~ {絞iえ之も 1';墨れiλLい、 i得当J山::h、~\、 (103，<点【

のに文主対，Jし， 10. 1コロニーあたりの指数のiiHj(Jと13.mil 

(4/7)がその教授内答を実験結果と以liillづけて民解できた

と問答した。太11易屯池を)fJl、た発光計測については，発光に

よる発屯肢をより大きくするための工夫として行出也の数を

取やすJ，1鋭を不IJmする」などの改良点をネげる生徒も見ら

~lJ，こ O

Table 5. Results of questionnaires (1) 

Results from high school students 

Questionnaire 

1: 00 you think will this kind of practice using 
the bioluminescent bacteria help you learn 

biologyつ

2: 00 you think is this practice useful for 
eηtrance examsつ

3: Oid you enjoy the practiceつ

4: When do you think is appropriate to use 

the biominescent bacteria in biology ciassつ

Reply from university students * 
Questionnaire 

1: 00 you think will this kind of practice using 

the bioluminescent bacteria help you learn 

biologyつ

2: 00 you think is this practice appropriate for 
high school studentsつ

3: Oid you enjoy the practice? 

4: When do you think is appropriate to use 

the biominescent bacteria in biology ciassつ

Yes 

7 

。

7 

Biology 1 

9 

Yes 

33 

24 

35 

Junior high school 

5 

The numbers represent those responded to the questionnaire 

* This is a summary of questionnaires made twice in 2005 

No Not sure total 

。 3 10 

5 4 9 

。 3 10 

Biology耳 other total 

。 10 

No Not sure total 

。 3 36 

11 36 

D 36 

High school υnJversity Others Total 

25 10 41 
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Table 6. R白sultsof questionnaires (ll) from high school students 

Necessity ・

Practice Menu Highly Moderately Less 
Unnecessary 

necessary necessary nec;~s，sary . -(-O-)--_oJ lolal 
(3) (2) (1) 

Observation of 
No 1 biolumlnesceηce lrom 4 (12) 3 (6) 2 (2) 0 (0) 9 (20) 

cultured luminescent 
bacteria 

No 2 Lecture 

Explanation of the 
No 3 

practice 

No 4 Aseptic manipulation 

Inocu陥:ωnofthe 
No 5 bacleria onlo Agar 

p!ales 

No 6 Serial Dilution 

Spreading of diluted 
No 7 cell $uspensωnonto 

agar pJales 

4 (12) 4 (8) 1 (1) 0 (0) 9 (21) 

4 (12) 5 (10) 0 (0) 0 (0) 9 (22) 

2 (6) 6 (12) 1 (1) 0 (0) 9 (19) 

3 (9) 5 (10) 1 (1) 0 (0) 9 (20) 

2 (6) 7 (14) 1 (1) 0 (0) 10 (2t) 

2 (6) 6 (12) 2 (2) 0 (0) 10 (20) 

In!eresls' Apprehension 

Moderately less 
Very mu.c~ ， inleresled 川Iteresled B~~j.ng tolal 
interested (3) (0) 

(2) (1) 

Nearly Aboul Less than Nearly 0 % 
tolal 100% (3) 50% (2) 50 % (1) (0) 

3 (9) 5 (10) 1 (1) 0 (0) 9 (20) 3 (9) 6 (12) 0 (0) 0 (0) 9 (21) 

2 (6) 3 (6) 4 (4) 0 (0) 9 (16) 4 (12) 4 (8) 1 (1) 0 (0) 9 (21) 

1 (3) 6 (12) 2 (2) 0 (0) 9 (17) 2 (6) 6 (12) 1 (1) 0 (0) 9 (19) 

2 (6) 6 (12) 1 (1) 0 (0) 9 (19) 2 (6) 6 (12) 1 (1) 0 (0) 9 (19) 

4 (12) 5 (10) 0 (0) 0 (0) 9 (22) 1 (3) B (16) 0 (0) 0 (0) 9 (19) 

2 (6) 6 (12) 2 (2) 0 (0) 10 (20) 3 (9) 7 (14) 0 (0) 0 (O) 10 (23) 

4 (12) 5 (10) 1 (1) 0 (0) 10 (23) 3 (9) 7 (14) 0 (0) 0 (O) 10 (23) 

• Numbers represen! !hose responded 10 each questionnaire， whereas the numbers in parenthesis represent scores given to each res凹ose
This is a summary of quest悶 nnairesmade t¥'Iice in 2005 

Table 7. Results of questionnaires (ll) from university students 

Necessity倉

Practice Menu Highly Moderately Less 

necessary necessa叩 necessa叩

(3) (2) (1) 

Observation of 

bioJuminescence from 
N01cultured luminescent 25{75)9{18)20) 

bacteria 

No 2 Lecture 22 (66) 11 (22) 3 (3) 

芭xpJanationof the 
NO.3 

practice 

No. 4 Aseptic manipulation 

Inoculation of the 

NO. 5 bacteria onto Agar 

plates 

No. 6 Serial Dilution 

Spreading of diluted 

No， 7 cell suspensIon onto 

agar plates 

Observation of 

30 (90) 4 (8) 2 (2) 

29 (87) 7 (14) 0 (0) 

26 (78) 8 (16) 2 (2) 

23 (69) 12 (24) 1 (1) 

26 (78) 9 (18) 1 (1) 

bioluminescent 
NO_ B __.__，__ _______ __ ，"_ 33 (99) 2 (4) 

colonies grown on the 
。(口)

agar plates 

No.9 Counting co!onies 19 (57) 13 (26) 2 (2) 

Calculation of cell 

NO 10 abundance in a sing(e 17 (51) 15 (30) 3 (3) 

colony 

Oxygen requirement 

No， 11 of bacterial 

bioluminescence 

Effects of osmotic 

No. 12 stress on the 

bioluminescence 

Immobilization of 

No. 13 bacterial cells into 

calcium alヨinate

25(75) 10(20) 1 (1) 

23 (69) 12 (24) 1 (1) 

17 (51) 14 (28) 5 (5) 

Unnecessary 
total 

(0) 

。(0) 36 (95) 

。(0) 36 (91) 

。(0) 36 (100) 

。(0) 36 (101) 

。(0) 36 (96) 

。(0) 36 (94) 

。(0) 36 (97) 

1 (0) 36 (103) 

2 (口 36(85) 

1 (0) 36 (84) 

日(0) 36 (96) 

。(0) 36 (94) 

。(0) 36 (84) 

Interests * 

Ve吋 much Moderately Less 
間terested interested interested Boring total 

(0) 
(3) (2) (1) 

24 (72) 11 (22) 1 (1) 0 (0) 36 (95) 

12 (36) 19 (38) 5 (5) 0 (0) 36 (79) 

17 (51) 16 (32) 3 (3) 0 (0) 36 (86) 

8 (24) 16 (32) 12 (12) 0 (0) 36 (68) 

16 (48) 18 (36) 2 (2) 0 (0) 36 (86) 

5 (15) 25 (50) 5 (5) 1 (0) 36 (70) 

14 (42) 17 (34) 4 (4) 1 (0) 36 (80) 

20 (60) 16 (32) 0 (0) 0 (0) 36 (92) 

1 (3) 27 (54) 8 (8) 0 (0) 36 (65) 

4 (12) 17 (34) 15 (15) 0 (0) 36 (61) 

19 (57) 12 (24) 5 (5) 0 (0) 36 (86) 

15 (45) 21 (42) 0 (0) 0 (0) 36 (87) 

18 (54) 14 (28) 4 (4) 0 (0) 36 (86) 

• Numbers represent those responded to each quest旧nnaire，whereas the numbers in parenthesis represent scores given to each res問 nse

This is a summa叩 ofquestioηnaires made twice in 2005 
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考察

1.本教材キットの特徴および評価

*教材キソトで用いる発光縮i基iOC2-1株は，J~~天地上お

よび液体局地中のどちらでも， 1=1に見える強い光を放つので，

11育所で谷易に存夜をi許認できる。主主天培地 uこl[tIJI古した発光

キ!lHおのコロニーを計数する際には，仮に空気1:1:1の格下車1m芸iや

その他の総I~í，カビ等 ($fUまBポ)のコンタミネーションが起

きたとしても，発光するのは OC2-H1(だけであり，実!ti翁燃やれ:

が適正に行われたかと、うかを筏易に判定できるO 高校と

で合計 31司行ったJ古本実験の結架，いずれの場合も雑磁煩の

コンタミネーションはほとんど無し実質的に受講者全員が

然的操作を誤りなく行えたと考えられる。 各計数結果は，所

定の希釈J.f5からJ¥.きくはずれる場合もあったが (Table4 )， 

概ね期待どおりの百十数値がj.¥']られた。

ヰミ教材キ y トの応用実験では，濃縮i翁1本を使用するので，

コンタミネーションの影響を尖質的に無視できた。 7照的提案状
態や，極度の{民張あるいは両張頃溶液1:1:1に;泣かれた OC2-1株

の発光は，肉l殴で認識できるほど顕者に低下したので，外部

j提JJlの変化が*lIIiぬの生1m機能へ与える影響を全ての受講者が

ll~リ兵t忍識できた。おj じサンプルの発光をフォトメーターでiJ!iJ

ることにより，観iJllI*il
;裂をお易に定;ti化できた。

アンケートの結果，高校生および大学生の多くが本数料キ

ソ卜で行った基本および応用実験を，生物あるいは微"1二物の
学習にとって1'''1誌なものと捉え，興味を示していたことが判

った。 坂本 6)や坂FlI')も，発光中IIIiまiを用いる実験にたlして生

徒が強い興味と1*1心を示すと報告しており，今回のアンケー

ト結果によってそのことを確認できた。数料キットの使用時

期として，高校生物学習 11年が最も多くの支持を1~1，t.こが， q]~学

校の理科実験として実施しでも良いという意見も少なからず

あった。このことから，中学校から大学に至る幅広い教脊現

場において，発光銅版教材キットが有効に活用され得ると考

えられた。

2.発光細菌を飼いた教材キットの事例と問題点、

発光キlIIi'i<Iを教科として利用する試みはこれまでにも仔われ

てきた。 関内においては，羽根!万五坂本 6) 坂IH))および

渋谷8)が，イカや11，J，を用いた発光都11伝iの対j(伎な分自IL応援方

法を報告し，発光細菌を悶いた発光ランプの作製や，発光と

闘を索の関係について実験案も提案している。しかし， *1lI尚の

取扱いに'[121熟していない場合，キ111尉株の単向fL保存や培養等，

実際の当長官能段階でコンタミネーションの彩響を受け易く，教

育現場での尖践を[3cl1Jiltにしていると考えられる。ープョ¥本教

材キットは，既に純化された発光細菌株と事前に作製した培

地を用いるため，特別な!I!~l潟設備をもたない通常の生物実験

室でも，確実に実験を行うことができた。また，本教材キッ

トで使用した OC2-1株を体重 1kgあたり 109細胞以 kという

高濃度でマウスに与えても，病毒性は認められなかったこと

から，実質一的には人に対しでも誤飲や誤食による明らかな縫

!来被害は生じないと考えられた。

本教材キットで使用した OC2-1株と近縁結と考えられる

Ph削0ω10ωbaぽCI的E臼n川I

であるヒス夕ミンの生合成能プカ]をJ払持i寺ゐつ1株朱カが〉寸巾7矢勾知、J剖!口jられている。

しかしL，本教材キツ iト、の OC2乙ω1;株|存紛除5井朱i長;はt実尖}宵背号弓1で用いた培i地惣むI片中iいI(α1/22 

SWC)てで、ヒス夕ミンR践i下七久4ヨ生j七1をしないことが判つており ci:湯易ら，

米発表)，少なくとも実習i時間内に生徒および教員がヒスタミ

ンに起!起するアレルギー絞状を示すことは無いと考えられ

る。ただし，万一の誤飲や皮!内への付着の|療には，消毒mェ

タノールなどですみやかに殺ほiするなどの対策が必要だと考

えられる。

国外においても，本教材キットの OC2-1株と同額と考えら

れる Pph叩 horelllJ1株を生物教育に用いる試みが複数あり 15 II) 

インターネソトサイトを介して発光納氏iの実験問について記

述した pdfファイルをダウンロードすることもできる

(http://cibt.bio.comell.edu/programs/archive/0608alum/ 

lumos.pdf)。これらの事実は，発光細iおが11日科教脊材料のー

っとしてすでに海外でも認められ，実践的に用いられている

ことを示している。しかし，これらの海外で開発された微生

物教材や教育プログラムの多くは，すでに11民的操作など微生

物のi附及い技術に習熟しているか，あるいは微生物実験の法

礎知識をすでに学んでいる指導者の下で実施することを前提

としており，本論文で示したような基礎的手放のお(段に頂点

を{泣く教材と比べて，微生物実験を初めて経験する教員には

活用しにくいと予想される O また，海外からの微生物の陥入

は，手続きに要する労力とt!iJl]の負引が大きいと考えられる

ので，本教科キットは国内における微生物学の実習涼墳を絞

備するためにも役立つと期待される。

3.本教材キットの課題と農望

本研究の目的の一つは，発光細菌数料キットを悶いた湯合，

高校生など¥微生物に関する初学者が容易に細菌のj以前J栄作

と生物発光の実験ができるかを検~IEすることにあった。すべ

ての実宵において，殆どの生徒が寒天培地とループを用いた

基礎的な1!!U芸i操作を間違えずに行うことができたうえ，応用

的な実験においても，浸透正や般素濃度変化に対する発光抵

の変化を定1:1t観祭し，想定された範限!の実験結果がj~} られた

ことから，概ね本研究のぞi的の一つは達成されたと考えられ

るO

今凶実施した実験内容は，高校生物で学習する単元項罰に

必ずしも準拠したものではないが，塩濃度の変化や闘を素濃}立

の変化が発光駄に及ぼす影響を調べる実験(丸生物 Iにある

「環境と生物の反応j などのそれ元学í~12 )と|共J:iIl!付けることが

できる。つまり，生物の応答を発光泣の変化として容易に観

察し，記録できるので，体験的にこれらの関述単元Jj~日の1m

解を深めることに繋がると考えられる。

さらに，本実習 11寺に，海洋空1:発光細i芸iの生態や~t盟，分子

生物学的な知見について節単な解説を行ったところ，教科書

の学務範滋|を超えた内容にも|対わらず，高校生の過半数が興

味を示し，ほぼ全員がrm解したと判断された。 一方，すでに

細菌の取り扱いについて基礎的な知見や技法を習得している

とっては，本教科キットの実習内容が平易j@き、ると

!蕊じるJ立児もあったが，基本操作を確認できるので役立っと
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の答えが多数とを占めた。このことから， Ml1i請を専門的に学ぶ 文献

大学生にとっても，本教材キットを有効に活mて、きることが
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