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１ はじめに
私は，前任校の県立福崎高等学校で10年間
生物部の顧問を務め，現任校の県立香寺高校
では自然科学部の顧問を務めて今年で９年目
となる。福崎高校の３年目から昨年までの16
年間，香寺高校の初年度を除いて15回，１年
間の部活動研究成果をまとめて日本学生科学
賞に出品している。本稿では，日本学生科学
賞に研究成果を出品することを一つの到達目
標として継続してきた活動を紹介する。

２ 目指したこと
自然に親しみ，自然を愛し，様々な生きも
のが生存する環境が人にとって大切であるこ
とを理解できる人を育成したい。豊かな自然
環境に接することなく育った子どもは，自然
破壊に抵抗を感じない大人になってしまうの
ではないだろうか。私は，そのような危惧を
もって，生物の教師となった当初から生徒に
自然の素晴らしさを伝えることを自分の基本
的課題と位置づけてきた。部活動において
も，これを最も大切なテーマとして取り組ん
でいる。

３ 取組
⑴ 生徒が部活動に集中する
活動日は，平日の放課後と土曜日，必要に
応じて日曜日にも活動を行ってきた。年間を
通して，生徒が部活動に集中して取り組める
ようにしたい。そのために，研究活動を中心
とした部活動を運営する方法を考えた。私が
大学で学んだ生態学的手法が有効だった。土
曜日に野外へ出かけて，研究対象とした生物

の採集や，写真撮影，水温の測定などサンプ
ルとデータの収集を行う。そして，月曜日か
ら金曜日にかけて，採集した生物の大きさの
測定や，個体数の記録，データのパソコン入
力，解析などのデスクワークを行うのである。
⑵ 目標をもつ
生徒に，部活動で努力した結果として成就

感を持たしてやりたい。そのために，毎年研
究成果をまとめて日本学生科学賞に出品する
ことを目標とした。締切に間に合わせて研究
成果をまとめることは大変苦労をするのであ
るが，これは指導者の義務と考えて自分に課
してきた。
私に水生昆虫の生態観察をご指導くださっ

た，養父市在住の中学校教師であられた西
にし

村
むら

登
のぼる

先生に日本学生科学賞への出品を薦めて
いただいた。日本学生科学賞は応募作品に真
剣に目を通して十分な審査をしていただける
ことが推薦の理由であった。
⑶ なぜ水生昆虫なのか
水温は０℃を下回らないため，水中には冬

でも多くの水生昆虫が生息しており，年間を
通して観察することができる。
特に河川の瀬の部分には水生昆虫が多く，

その幼虫は限られた幅の流れから外に出るこ
とができない。そのため，同じ場所でいつで
も研究対象の水生昆虫を観察することができ
る。
河川の水生昆虫は，途絶えることなく流れ

てくる水の中で環境に適応して進化してい
る。その結果，水生昆虫の生物群集にはすみ
分けや食い分けといった社会構造が構築され
ており，研究対象として興味深い。
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水生昆虫は，水質の汚濁に敏感に反応し，
水質汚濁に耐えられない種から姿を消してい
く。そのため，自然環境に及ぼす人為影響の
観点からみても興味深い。
河川をフィールドとして活動すれば，水生
生物のみならず，草木や陸生の昆虫，野鳥な
ど多くの動植物と触れ合うことができる。河
川において多様な自然環境を楽しみながら，
次々と研究対象を見つけて活動を続けること
ができた。

４ 研究事例
自然界から興味深い研究テーマを見つける
には，まずそこにどのような生物がいるのか
を探すことから始めなければならない。私は
生徒を川に引率し，生徒と共に水生昆虫を採
集することから始めた。そのようにして見つ
けた研究対象の中から，モンカゲロウとコヤ
マトビケラについて，研究の過程での「発見」
を中心にして具体的な事例を紹介する。
⑴ モンカゲロウの生活史研究

2005年の冬に，福崎高校の近くを流れる須加
院川で生物部員がモンカゲロウの幼虫を多数
採集した。須加院川は流程約６kmの小河川で
ある。本来は大きな川の砂泥底に生息するモ
ンカゲロウが，小河川の取水堰に堆積した砂泥
から多数採取できたのである。この小河川な
らば調べやすいと考えて，生徒に研究のゴーサ
インを出した。上流域から下流域にかけて10
カ所の調査定点を決めて，定期的に幼虫を定量
採集して個体数を調べ，前胸長の測定によって
成長の過程も調べることにした。５月には成
虫が現れて遡上飛行することが知られている
ため，保健室の照度計を借りて照度を測定しな
がら飛行個体数を調べてみた（図１）。

夕刻，薄暗くなって飛び回っていたツバメ
が姿を消すと，モンカゲロウが現れて遡上を
開始した。モンカゲロウの雌が大群で遡上し
て産卵する様子を観察したことで，幼虫は成
長しながら流下していくのではないかという
仮説を立てることができた。この仮説のもと
に幼虫の採集を続けたのであるが，予想に反
して８月になっても，幼虫は上流域に多く，
流下移動の実態は確認できなかった（図２）。

そうすると，遡上飛行をしないで羽化した
場所に留まって産卵する雌もいるのではない
か。そのような疑問を感じていた時，前胸長
の測定結果から興味深い発見があった（図
３）。
上流域の２地点から大型の幼虫が現れたの

である。バッタの群生相と孤独相のようにモ
ンカゲロウにも二つのタイプがあるのではな
いだろうか。そして，遡上飛行を行う群生相
の雌から生まれた幼虫が大型になるのではな
いか。グラフから気付いたこの仮説によっ
て，生徒の研究は大きく進展した。
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▲ モンカゲロウ 成虫▲ モンカゲロウ 幼虫

▲ 図１ ５分おきの遡上個体数と照度変化

▲ 図２ 各調査地点に生息する幼虫個体数



翌年は，成虫を採集して翅の長い群生相と
翅の短い孤独相の２タイプが存在するかどう
かを調べるという新たな研究テーマを得るこ
とができた。どうすれば遡上飛行をしない孤
独相の成虫を採集できるのか。部員で考えた
結果，川にネットを張って，産卵後死亡して
流下してくる雌成虫を回収する方法を考案し
た（図４）。回収した雌個体には群生相に交
じって翅の短い孤独相もいるはずである。

補虫網で採集した遡上飛行個体と回収ネッ
トで採集した死亡流下個体の前翅長と腹部長
の比をグラフ化して比較してみた（図５）。
その結果，図５に△印で示す流下死亡個体の
中に，前翅の長さが腹部の1.2倍以下の個体が
多数出現し，これが孤独相なのではないかと
する結果を得ることができた。

このようにして，幼虫の採集結果に基づく
発見から，研究テーマを得て興味深い結論を
得ることができた。
さらに翌年には，羽化トラップを多数仕掛

けて，高密度域からは翅の長い個体が，低密
度域からは翅の短い個体が多く出現する結果
も得ることに成功した。また，遡上飛行個体
がどのようにして上流の方向を知るのかとい
うテーマにも挑戦し，興味深い発見があった。
モンカゲロウの研究を通して，県知事賞を

２回，県教育委員会賞を１回受賞することが
できた。後者の研究は中央審査で一等に入選
して全国審査でパネル発表を行い，雑誌
『ニュートン』にも取り上げていただいた。
⑵ コヤマトビケラの生活史研究

2007年の冬に福崎高校の近くを流れる振古
川で部員がコヤマトビケラの幼虫の大発生を
見つけた。振古川も流程約６kmの小河川であ
る。１cm足らずの小さな幼虫が砂粒を綴った
巣に入り，多数礫の表面に付いていた（図6）。
小さい昆虫であるが，個体数を数えること
ができるため，観察しやすいと考えて研究テー
マに選んだ。まず，川に格子状にロープを張
り，礫の配置を紙に写し取って河川形態図を
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▲ 図３ 幼虫の前胸長測定結果

▲ 図４ 死亡流下個体を回収するネット

▲ 図５ 雌成虫の前翅長と腹部長の比

▲コヤマトビケラ 成虫 ▲ コヤマトビケラ 幼虫



作った（図７）。そして，方形枠を置く位置を
決めて，定期的に枠内の個体数を記録した。
右岸方向へ向かって，徐々に深く，流れが速く
なっていたので，左岸側，流心部，右岸側の３
カ所に分けて個体数を記録することによって，
幼虫の移動を調べることにした（図８）。

12月から始めて５月に幼虫が蛹になるまで
ほぼ半月ごとに個体数を記録してグラフ化し
た（図９）。

３月までは，移動が見られないが，４月に
なって，蛹化直前に左岸と流心にいた幼虫が
右岸側に移動している。蛹になれば移動でき
ないから，減水で干上がることを避けるため
に深い方へ移動したのか，それとも，繭の中
に水が浸透するように流れの速い場所へ移動
したのか。この発見によってようやく興味深

い研究テーマを得た。この時の生徒の喜び
と，心から私に礼を言ってくれたことが忘れ
られない。この後，詳しく蛹化場所を調べた
結果，幼虫は流れの速い場所ではなく，深い
場所を求めていることが分かった。
香寺高校では，新たな展開があった。冬季
の須加院川にアオミドロが発生した。そこで
採集のためにアオミドロを除去した方形区に
一週間後コヤマトビケラが集まっていたので
ある。この発見から，コヤマトビケラは餌と
なる珪藻類の匂いを感知して集合するという
仮説を得た。証明するためにY字型水路を作
り，珪藻の着いた礫と付かない礫を置いて，幼
虫がどちらへ移動するかを調べた（図10）。実
験を繰り返した結果，６：１の比で幼虫は珪藻
付着礫の方向に移動したのである（図11）。

コヤマトビケラの研究を通して，県知事賞
を２回受賞することができた。

５ まとめ
活動のノウハウは先輩から後輩に伝えられ

る。着実に研究を積み上げていく生徒の粘り
強さに，常に感心させられている。パソコン
でのデータ管理，グラフ化とプレゼンにおけ
る創意工夫など，部員は３年間で確実に成長
する姿を見せてくれる。総合文化祭での口頭
発表にも積極的にチャレンジしている。私自
身も成長する生徒に支えられて部活運営を続
けることができた。
香寺高校においては，２年次生と３年次生

の課題研究成果を全てパネル作品にまとめて
いる。昨年度は137作品を展示して，ポスター
発表を行った。総合学科の高校として，部活
動のみならず，学校全体としても主体的で深
い学びの実現を目指して進んでいる。
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▲ 図６ 礫上のコヤマトビケラ ▲ 図７ 礫の配置を写し取る

▲ 図８ 河川形態図

▲ 図９ 左岸，流心，右岸の個体数推移

▲ 図10 Y字型水路実験 ▲ 図11 水路実験の結果


