
 

発表題目 

ハナアブのホバリングにおけるスクアーマの役割について 

 
          

        写真 
 学校名 長崎西高等学校 

団体名 生物部 

 指導者氏名 長嶋哲也  田中 清  安永智秀 

 生徒氏名（学年） 

 石橋 侑葉（2年）・古堅 乃唯（2年） 

 ハナアブ類は高度な飛翔能力を持つ双翅類昆虫のグループである。中でも、空中の1点に静止して飛び続ける

ホバリングは、2枚羽根ではばたく場合、高い飛翔技術を必要とする。ハナアブは、英名でHoverfly と呼ばれ

るように際だってホバリングが巧みで、「前進→ホバリング→前進…」といったモーションを瞬時に切り替え

ることができ、他の有翅昆虫や鳥類には真似のできない技巧派昆虫である。ハナアブ独特のホバリングについ

ては、従来いくつかの報告例があるものの、これらの研究は形態学に基づくものではなく、飛翔様式やモーシ

ョンそのものに重点が置かれ、ホバリングを可能とする形態形質や構造がどのように作用し、巧みな飛翔を可

能にしているのかは示されていない。昨年度までの研究では、翅基片（スクアーマと呼んでいた）の存在がホ

バリングに影響することまでをつきとめていたが、本研究では、ハナアブの翅にある構造と機能を追求し、そ

れが飛翔（ホバリング）にどのような効果をもたらすか、また、独自のホバリング解析装置を設計・作成し、

飛翔メカニズムを明らかにした。一連の試験研究の結果、現在までに次のような発見や成果が得られた。 

①ハチなどの翅は全体が平面である一方、ハナアブの翅には翅基片（calypter or alula）が発達し、この

構造が高度な飛翔能力を生む 

②翅基片は翅本体とは第 3翅底を通じて別の筋肉で独立した動きができる第二の翅 

③ハナアブは「主翅のはばたき角 15°翅基片角 65°」の条件下でホバリングする 

④微小な翅基片を巧みに操作し、さまざまな飛翔方法を瞬時に切り替えている。本研究をさらに深化させる

ことで、「2枚羽根人工飛行体」の飛行技術を革新する副次的効果も期待できる。 

 

 

図 ハナアブの翅基片の役割を解析するホバリング解析装置  Flutter Z 



 

発表題目 ヒメヌマエビの飼育方法 
 

          

        写真 

 学校名 佐世保北高等学校  

団体名 科学部 (生物班) 

  

 

 

 顧問氏名 十時 実穂 

 生徒氏名（学年）中原 幹 (1年) 

 研究発表要旨 

 １ 研究動機および目的 

  ヒメヌマエビには正中線上に白い縦帯がある個体と横縞がある個体の2種類がいることに興味を持

ち、その違いについて調べることにした。本研究では、野生下での2タイプの生息状況の調査を行った。

また、ヒメヌマエビの幼生は川でふ化し、川を下って海流に乗って北上しながら成長するため適切な塩

分濃度環境下でしか生育せず幼生の飼育の難易度が高いため、今後ヒメヌマエビを繁殖させて研究する

ために先行研究の飼育方法の再現を目指した。 

  先行研究 ヒメヌマエビの幼生は、水温25℃~27℃、飼育水の塩分濃度25.5‰で第1ゾエア期から  

Tetraselmis tetrathele(プラシノ藻綱)を摂餌し、孵化から34日で稚エビへ変態する。 

 2 方法 

  調査 野生のヒメヌマエビを採集し、縦帯・横縞それぞれの雌雄の数を調べる。 

  実験 2つのタイプの抱卵個体の雌をそれぞれ2匹ずつを分けて飼育し、孵化後は、塩分濃度を25.5‰

に合わせ、Tetraselmis tetratheleを与え、変態することを確かめる。水温が上がりすぎないよ

う、気温の高い日は風通しを良くする。 

 3 結果 

  調査結果 

調査日 採集場所 縦帯オス 縦帯メス 横縞オス 横縞メス 

6月13日 長崎市下黒崎町 11 10 0 9 

8月9日 長崎県下黒崎町 11 12 0 14 

9月20日 長崎市三重田町 25 22 0 20 

  実験結果 8月12日、全ての親の幼生が孵化していたが、全個体が死亡した。 

       10月4日、全ての親の幼生が孵化していたが、全個体が死亡した。 

 4 考察 

  調査結果から、縦帯オス・メス、横縞メスほぼ同数の個体が野生に生息しており、横縞オスは存在

しないと考えられる。また、雌雄で見るとメスはオスの2倍の個体数が生息していると考えられる。 

  実験が失敗した理由として、水温の低下が考えられる。8月12日天気は雨で、2日前から急激に気温

が低下しており、観察時の水温は23℃であり、孵化したと思われる10月3日から4日にかけての夜間の

水温は22℃であり、いずれも適正水温に届いていなかった。 

 5 反省 横縞のオスが本当にいないかを確認するため、採集データを増やしたい。また春以降の抱卵

時期に再度水温を安定させ、変態まで行える環境づくりの工夫をしていきたいと思う。 
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発表題目 クモハゼにおける明暗選好性と体長の関係 

 
          

 学校名  長崎東高等学校 

団体名  理学部 

  

 

 

 顧問氏名  原口 幸義 

 生徒氏名（学年） 

黒岩夕綺(2年), 山下洸生(2年) 

はじめに 

ヒトは成長するにつれ不安な環境への応答が変化してゆく。これは僕らも身をもって経験しているこ

とだ。魚も不安を感じるらしい。ならば成長につれどう変化するのだろうか。例えばハゼの大人が、子

どもに比べて臆病だということがあるのかもしれない。 

私たちは、その第一歩として、別に発表した研究において白黒背景選好性テストを用いて、クモハゼ

の体長と白黒背景選好性の関係性について調べた。これはげっ歯類において不安の定量的な観測に用い

られる手法である。魚類にも応用されている。しかしこの試験においては有意な相関を検出できなかっ

た。そもそも白と黒の背景は生息環境から考えても、現実的でない。 

クモハゼ Bathygobius fuscus は，潮だまり等に生息するハゼの一種である。本研究では、白黒背景

選好性テストよりさらに本来の彼らの性質を引き出しやすいテストを用いることを試みた。私たちは、

白黒背景選好性テストの白区間に対し明区間、黒区間に対し暗区間を設定し、新たに明暗選好性テスト

を実施した。 

実験方法 

実験水槽には、⑴不透明で外の様子が見えないこと、⑵白色でも黒色でもな

いことの以上２つの条件を満たす青色のプラケースを使用した。⑴は観察者や補

助の影、周囲の景色に影響されないため、⑵は光の反射・吸収を防ぐためである。

なお実験水槽は LED 電灯で照らすことで明と暗の対比を明確にした。供試魚には

長崎市手熊で採取した 20 匹を用いた。 

① 海水で満たした実験水槽に供試魚をネットで投入、後 1 分間馴致させた。 

② 馴致後 2 分間明滞在時間を計測した。 

③ 実験終了後、供試魚の体長・生殖突起の形状を確認した。 

④ 実験水槽の海水を全て取り換える(水温・警報物質等の交絡統制) 

 

結果 

結果 19 匹を試験した。体長と明暗選好性には統計的に有意な負の相関が見られた。 

 

考察 

本実験で明らかになったのはクモハ

ゼにおいて体長と明滞在時間には負の

相関がみられることである。もともと私

たちは発達と不安の関係を調べたかっ

た。しかし本データではこれには論じら

れない。明滞在時間はあくまで自発的探

索行動、不安、および光走性といったも

のが交絡した結果である。今後はこれら

の変数の影響を明らかにし、少しでも魚

の不安に迫りたい。これらについては大

会当日に発表させていただきたい。 

 

 



 

発表題目 炭酸飲料の再現 
 

         

 学校名  長崎東高等学校 

団体名  理学部 

  

 

 

 顧問氏名  原口 幸義 

 生徒氏名（学年）長江 絢香（1年） 

 研究発表用紙 

 

 １．動機 

炭酸飲料は時間経過とともに気が抜けて、味を損ねてしまう。そこで、炭酸を使わずに炭酸飲料独特の

感覚を再現することでその問題を解決することができると考え、炭酸に似た刺激を味わえるものを探し

た。 

 

 ２．仮説 

炭酸が鼻に抜ける痛みはTRPA1、舌に感じる刺激はTRPV1が関係していると知ったことから、鼻に抜ける

痛みにはアリルイソチオシアネート（わさびやからし）カプサイシン（唐辛子）を利用することで再現が

可能であると考えた。 

 

３．実験 

 社会状況を考え、周囲の人たち協力の上での官能検査を断念。自分と家族３名のみで検査を行った。 

 

４．結果 

舌に刺激が残りすぎて、炭酸の爽快感を感じることができなかった。また、香辛料独特の香りを抜かな

ければならない。 

 

５．考察 

刺激の種類は同じかもしれないが、香りや刺激の強さに調整が必要で、簡単には再現ができるとは言え

ない。また、多くの実験サンプルがないため評価制度が荒いので、より多くの人の協力のもと、官能検査

を行う必要がある。 



 

発表題目  有明海に残る干潟でみる生物多様性 

～貝類分布調査（第２報）～ 
 

 

 学校名 小浜高等学校 

団体名 科学部 

  

 

 

 顧問氏名 緒方 康仁 （指導者：村里 由美） 

 生徒氏名（学年）岩﨑隼士（3年）佐々木友誠（3年） 

昨年度まで継続して行っていた、雲仙市瑞穂町の西郷川河口における、カワゴカイの生殖群泳の調査は

コロナ禍で行うことができなかった。そこで、以前小浜高校で行っていた、同じ調査地点の干潟の生き物

の調査を行うことにした。特に9年前に多くの個体数が確認できたヘナタリ類について、今回のデータと

比較検討したい。 

科学部の昨年度までの調査から、この調査地でのカワゴカイ

類の生殖群泳を行う個体数は減少していないので、絶滅危惧種

である「ヘナタリ類も9年前と同じくらい生息している」との、

仮説を立て、調査を行った。 

9年前と同じコドラート法を用いて、図1の調査地点において、

個体数の調査を行った。湾の中央部にはヘナタリ類は生息して

いないため、調査地の岸側に、縦3,横6枠、1枠24cm×24cmの正

方形で構成された網を、10地点（図1参照）に設置した。網で作

った枠については、縦を岸側からA,B,C、横は湾口部から1～6

として1枠に入っているヘナタリ類の個体数を数えた。なお、こ

の調査地は、湾口部は比較的礫が多く、湾の奥部や中央部分が

泥干潟となっている。 

コロナ禍による部活動停止の措置等で調査が進まず、要旨提

出時点では10地点の調査が完了していないため、現時点で調査

が完了している7地点について結果をまとめた。 

表2より、ヘナタリ類の全体的な個体数の減少がわかる 

（2021年は7地点分の個体数）。 

調査地点別の個体数を、2012年と2021年についてそれぞ

れ比較した。比較的多く個体数が確認できたヘナタリとウ

ミニナについて、右に示す。ヘナタリの地点別の個体数を

示した図3によると、ほとんどの地点で個体数の減少が確認

されるが、ア2、ウ1、ウ2では個体数が増加するなど、生息

域の変化が確認された。ウミニナの地点別の個体数を示し

た図4では、ヘナタリとは異なり全体的に大きく減少してい

ることが確認できる。 

 結果は、仮説に反して、ヘナタリ類の生息数は大きく減少

していた。大きな理由は、干潟の減少やそれに伴う土壌環境

の変化だと考えられる。9年前の調査で確認された他の貝類

がどうなっているか、今後の調査で確かめたい。 

 2012年 2021年 

ヘナタリ 507 234 

クロヘナタリ 43 1 

フトヘナタリ 34 8 

ウミニナ 93 19 

カワアイ 7 1 

総個体数 684 263 
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図 3 ヘナタリの地点別個体数 0
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図４ ウミニナの地点別個体数 


