発表題目
フグはフグ毒保有生物を誘引するか
学校名 長崎鶴洋高等学校
団体名 水産クラブ
顧問氏名 山岡健、下田政太、荒川和美
生徒氏名（学年） 木場田大和（2年）、永瀬鼓太郎（2年）、
森岡柊弥（1年）、山神好世（1年）、原宗礼（1年）
研究発表要旨
【目 的】
フグはフグ毒（テトロドトキシン：TTX）に誘引され、TTX 保有生物を好んで捕食することにより、毒を
蓄積することが知られている。私たちが活動している施設（臨海実習場）は為石漁港沿いにあり、昨年は為石
のカニ籠漁師さんが TTX 保有生物の一種ヒョウモンダコを捕獲したと聞いた。夏になると「ヒョウモンダコ
に注意！」と書かれた看板を目にすることから、近年、ヒョウモンダコが増えており、海を訪れた人が危険に
さらされるのではないかと思った。そこでヒョウモンダコが簡単に捕獲できれば、その毒による危険性も減る
のではないかと考え、
「マフグの頭と皮」と「マフグの内臓」を餌として用いてヒョウモンダコを誘引し、カ
ニ籠で捕獲する目的で本実験を行った。対照の餌にはマダイを用いた。
【方 法】
《カニ籠実験》
2021 年 7 月 25 日、為石漁港の桟橋に A、B、C の 3 つのカニ籠を設置した
海側 A
（右図）
。カニ籠 A と B、B と C の間隔はそれぞれ 2.2 ｍ、3.9 ｍとした。餌は A：
B
マフグの内臓、B：マダイ 1 尾（全長 20 ㎝程度）
、C：マフグの頭と皮とし、１週
間に 2 回（水・土曜日）カニ籠に入った生物を記録し、新たな餌を投入した。7 月
28 日から 15 回観察・記録した後、9 月 22 日に B と C のカニ籠の場所を入れ替え、
同様に観察・記録した。
C
《フグ毒投与実験》
陸側
捕獲したタイワンガザミの関節にフグ毒を投与した。
【結果】
《カニ籠実験》
7 月 25 日～9 月 21 日の間で生物が多く捕獲されたのはＣ「マフグの頭と皮」の餌で 8 種 56 個体、次いで
Ａ「マフグの内臓」で 7 種 21 尾、最も少なかったのはＢ「マダイ」4 種 8 個体であった。Ｃ「マフグの頭と
皮」に最も多く入っていたのはヤドカリ 25 個体、次いでイシガニ 17 個体で、タイワンガザミ 7 個体、マダ
コとカサゴ２個体の順であった。TTX 保有生物はキタマクラ 1 個体であった。Ａ「マフグの内臓」に最も多
く入っていた生物はイシガニ 9 尾、次いでカサゴとキタマクラ 3 尾、ネンブツダイとアミメハギ 2 尾であっ
た。Ｂ「マダイ」に入っていたのはイシガニ 5 個体、マダコ、カサゴ、クロアナゴ各１個体であった。この
結果から最も生物が捕獲できたのはＣに設置した「マフグの頭と皮」だったが、Ｃの場所が岸壁から６ｍほど
しか離れていないため、生物が集まりやすい環境だった可能性も考えられたため、現在はＢ「マダイ」とＣ「マ
フグの頭と皮」を入れ替え、Ｂに「マフグの頭と皮」
、Ｃに「マダイ」の餌を入れ、観察・記録を行っている。
《フグ毒投与実験》
フグ毒投与後のタイワンガザミはほぼ即死だった。
【考 察】
マフグを餌に用いた場合、TTX 保有生物であるキタマクラが捕獲できた。目的としていたヒョウモンダコ
は捕獲できなかったが、カニ籠を湾内に仕掛けたことが原因の一つと考えられた。しかし、マフグを餌にした
方がマダイより多くの生物が捕獲されており、設置場所を変更した後も類似した結果がみられていることか
ら、マフグには多様な生物に対して誘引効果があることが考えられた。特にカニ類（イシガニ、タイワンガザ
ミ、モクズガニ）がマフグの餌で多く捕獲されており、マフグが食べられていたことから、TTX に対する抵
抗性がないか調べるためにフグ毒を投与したところ、フグ毒に対する抵抗性はないことがわかった。

発表題目 長崎半島におけるサンゴの出現状況と魚種の変化
学校名 長崎鶴洋高等学校
団体名 水産クラブ
顧問氏名 山岡健、荒川和美、下田政太
生徒氏名（学年） 北島悠陽（2 年）
、片山海渡（2 年）
、
木下優輝（2 年）
、甲斐琴音那（3 年）
研究発表要旨
【目 的】
長崎市深堀町は本校から約２㎞西に位置している。深堀の海中にはサンゴ
が見られ、砂浜にはその死骸がたくさん落ちている。一方、本校の施設、臨海
実習場（為石）周辺海域ではサンゴを見たことがない。そこで両海域の環境の
違いについて疑問に思い、サンゴの調査を開始した。インターネットで調べ
ると、高島ではサンゴを楽しむシュノーケリングピクニックが行われており、
サンゴの種類は宮崎大学の深見裕伸教授により同定されていることがわかっ
た。そこで初年度の取り組みとして、長崎半島の深堀、蚊焼、為石において、
サンゴの生息状況を調べるとともに、漁師さんへの聞き取りを行い、長崎半
島のサンゴの出現状況とそれに伴う魚種の変化について調査した。
【方 法】
《調査》高島、深堀、蚊焼のサンゴの調査を行った。
高島：9 月 5 日に高島で開催された「海の環境講習～高島の海をもっと知ろう～」の講義を受講した。
深堀：水深 1.5～2ｍほどの海底でサンゴを撮影した。
蚊焼：海岸から約 20ｍの沖合、水深 1～2ｍの海底の数種類のサンゴを船から撮影した。
撮影したサンゴは宮崎大学の深見裕伸教授に同定を依頼した。
《漁師への聞き取り》
蚊焼では刺し網の漁師さんに漁やサンゴについての話を伺った。蚊焼と為石に定置網を所有されている漁
師さんには漁獲される魚種の変化やサンゴについて話を伺った。高島、深堀の漁師さんには今後聞き取り調査
を行う予定である。
【結果】
《高島》2021 年 9 月現在、高島には世界最北限のサンゴ群集の一つとして、11 科 29 属 45 種のサンゴが生
息していることがわかった。特に海水浴場内にサンゴ群集があり、狭い範囲に多くの種が混在しており、環境
省のレッドリスト「絶滅危惧Ⅱ類」のエダミドリイシの大群落が見られる。また、日本固有種であるニホンミ
ドリイシも増加傾向にあり、オオスリバチサンゴやヨコミゾスリバチサンゴも見られる。
《深堀》深堀漁港の近くの砂浜には多くのサンゴの死骸が見られた。海中で撮影したサンゴ 1 種については
現在同定依頼中である。
《蚊焼》海底に数種類のサンゴが見られたため、同定依頼している。刺し網（イセエビ、カマス、ボイラなど
の漁）の漁師さんによれば、サンゴによるメリットはなく、
「サンゴが網に引っ掛かり網が破れて困っている」
、
「イセエビはサンゴに隠れているのではないか」とのことであった。
《為石》定置網の漁師さんへの聞き取りでは、蚊焼ほどではないが、為石にも多少はサンゴがあることがわか
った。また、サンゴ出現による魚種の変化はほとんど感じられず、蚊焼と為石の生息魚種の大きな違いはない
とのことであった。
【考 察】
高島には 11 科 29 属 45 種のサンゴが生息しており、深堀、蚊焼で撮影したサンゴの種類は高島に生息して
いる一部のサンゴと同種（ミドリイシ類）ではないかと推察された。詳細については同定依頼中である。また、
長崎半島の広範囲でサンゴが出現していることがわかった。漁師さん方の聞き取りにより、大きな魚種の変化
は見られないことが示唆されたが、今後も継続的な調査を続けていきたいと考えている。

発表題名 ４０年ぶりに発見された
カワヨシノボリのなぞに迫る
学校名 大村高等学校
団体名 理科部
顧問指名 碓井利明 宮田睦子
生徒氏名 太田翔（1 年）市丸智規（1 年）
研究発表要旨
研究動機：2018 年波佐見町永尾郷の川棚川上流域において、約 40 年ぶりにカワヨシノボ
リの生息が確認された。そこで本種の正確な個体数、生息域の把握を目的に調
査した。また、本種は形質の異なるいくつかの型（以降表現型）が報告されてお
り、川棚産が属する型を明らかにすることを目的とした。
調査方法：波佐見町の川棚川上流域で採集時間を設定し、たも網を用いて捕獲した。その
後、実験室に持ち帰り 10％ホルマリン固定し計測した。計測形質は、背鰭棘条
数、第二背鰭の縦縞数、背鰭前方鱗数、全長である。そして、壱岐佐賀型とされ
る佐賀県塩田川上流域で採集した個体と比較した（下表）
。
調査結果：2021 年 5 月 2 日に行った調査で、川棚川支流の木場山川（三股合流点から上流
までの約１㎞）
、永尾川（三股合流点から上流までの約 1.3 ㎞）で生息を確認し
た。同所で 10 ㎜前後の小型個体が多数得られ繫殖していることが確認できた。
標本計測の結果を表に示す。第二背鰭の縦縞数には多少差異が見られたが、背
鰭前方鱗数や最長棘、色斑などの形質は壱岐佐賀型と類似する。

考察 ：計測結果の一致から川棚川産は壱岐佐賀型と判断される。更に川棚川源流域は、
佐賀県塩田川源流域と共通の稜線上に位置すること、川棚川にはアブラボテや
カネヒラなど塩田川と共通する種が生息するが、これらの種は長崎県側の他の
河川には生息していない。以上のことから川棚川及び塩田川のカワヨシノボリ
は、この２河川の地理学的成立過程で共通する時期（例えば河川争奪）があり、
その後稜線により隔てられたことから今日の分布に至ったと推察される。

発表題目 大高ビオトープのヤゴ 2 種の生態
－成長・羽化－
学校名 大村高等学校
団体名 理科部
顧問氏名 碓井利明 宮田睦子
生徒氏名（学年）
稲谷旭晃（２年） 近松龍聖（２年）
研究発表要旨
１.動機と目的
校内のビオトープに生息する生物調査を行っていたところ、2 種のヤゴ（ウスバキト
ンボとシオカラトンボ）の生息を確認した。そこで、この 2 種類の個体数・成長・羽
化について比較し、その違いを明らかにすることを目的とし調査した。
２.調査方法
校内で使われていない噴水池をビオトープとして利用した。
ビオトープの周囲は、石の薄片がはりつけられている。池の大きさは、1 辺が 2.3ｍの
正六角形で面積は 13.8 ㎡で最大水深は 21cm である。
ビオトープに生息するヤゴに着目し、次の２つの調査Ⅰ.Ⅱを行った。
Ⅰ.月ごとの成長調査
R３年３月～９月の各月の初旬にタモ網を用い
ウスバキトンボの成長
てヤゴを定量採取し、体長・体重を測定した。
Ⅱ.羽化個体数調査
R２年１０月～R３年１０月までの１年間、ビ
オトープの側面につく羽化殻を毎日採取し羽化
５月 ６月
体
６月
５月
長
個体数とした。
８月
(mm)
８月
３.調査結果
３月 ４月
３月
４月
９月
９月
Ⅰ.成長
７月
７月
ウスバキトンボのヤゴは３月から５月に成長
シオカラトンボの成長
し６月に羽化する。また、7 月に新規加入個体が
みられ、8 月までの１か月で急激に成長し、羽化
することがわかった。
体
長
シオカラトンボのヤゴも３月から５月に成長す
(mm)
る。また、7 月に新規加入個体がみられ、その後
の成長は、穏やかであった。
５月 ６月
４月
５月 ６月
Ⅱ.羽化個体数
３月
７月８月９月
３月
ウスバキトンボは年２世代羽化し、１世代目は
5 月下旬から６月に、２世代目は８月に羽化した。
ウスバキトンボの羽化個体数
シオカラトンボは年１世代羽化し、５月から７月
個
の３か月間に分散していた。
体
４.考察
数
ウスバキトンボは年２世代、6 月と 8 月の２回
の羽化が起こる。それに対し、シオカラトンボは
年１世代、5～7 月に羽化することがわかった。
このことから、ウスバキトンボはシオカラトンボ
６月
７月
５月
８月
より発生する成体の個体数が多いと考えられる。
一方、シオカラトンボは１世代のヤゴ期が長い。
シオカラトンボの羽化個体数
このことから、水中で外敵に狙われにくく生き残
個
りやすい性質を持っていると考えられる。実際に 体
シオカラトンボのヤゴは毛が多く、泥に潜り擬態 数
していることを観察した。

５月

６月

７月

８月

発表題目 イトトンボは、
なぜ休息時に翅を閉じるのか
学校名 大村高等学校
団体名 理科部
顧問氏名 碓井利明 宮田睦子
生徒氏名（学年）松尾啓吾（２年）
究発表要旨
1. 研究動機と目的
均翅亜目（イトトンボ科）は、通常の不均翅亜目（トンボ科）に対して、水草などにと
まる際に翅を閉じる、または、半開きになるという習性をもっている。
本研究では、このようなイトトンボ科の翅を閉じる習性のメリットを解明することを目
的に研究を行った。
２．仮説と検証実験方法
実験に用いたのは、同所に生息するアオモンイトトンボ（イトトンボ科）とシオカラト
ンボとウスバキトンボ（トンボ科）を用いた。
① 仮説１：離陸時間はトンボ科が翅を広げるタイムロスがないため短い。
実験 1：双方の飛び立つ瞬間をハイスピードカメラで撮影し、翅が動き始めてから脚
が接地面から完全に離れるまでの時間を計測した。
② 仮説２：水滴が付着しにくいのは翅を閉じるイトトンボである。
実験２：作成した各種の標本を雨天時に野外に１５秒設置し、どのくらい水分が翅に
付着したか、その割合を目測で観察した。
３．実験結果
実験１
離陸時間は、トンボが短かった。しかし、予想したほどの差はなく、いずれも 0.001 秒
以下の差でしかなく、実際に回避行動を行う際に支障をきたすほどの差であるかはわか
らなかった。
実験 2
実験中、トンボ科標本は、雨水に何度も打たれ、衝撃を受けていたのに対し、イトトン
ボ科標本は、雨水に打たれる回数はトンボ科に比べて、圧倒的に少なかった。
４．考察
離陸時間に関しては、イトトンボ科とトンボ科であまり差がなく、飛び立つスピードを
速くするため翅を開いているということはないと考えられる。水滴の付着に関しては、ト
ンボ科は比較的高い位置を飛行するので、水滴に対する抵抗性が不要であるが、イトトン
ボ科は池や川において水面付近を飛行しており、川面の石や植物上で休息することも多
く、その際、飛び散った水滴を避けるために翅を閉じている可能性がある。

発表題目

コオロギはデリシャス？
～食用コオロギ養殖への挑戦～

学校名 長崎南高校
団体名 長崎南SSHトレーニング
顧問氏名

池崎 秋芳

生徒氏名（学年）浦川颯史（２年）、貞松大介（２年）
三浦功太郎（２年）、千々岩源紀（２年）
【研究の目的】
皆さんはコオロギに対してどのような印象をお持ちでしょうか。多くの人は「おいしくなさそう」
「食えたものじゃない」と考えると思いますが、実際は違います。色々な研究でコオロギの味はエ
ビに近く栄養価も非常に高いことが分かっています。私たちは、廃棄食材を餌として食用コオロギ
を養殖し、最終的に食用コオロギに加工することを目的とした研究、観察を行っています。
【 方法 】
本研究で私たちが養殖に使用するコオロギはヨーロッパイエコオロギという種です。理由は季節
を問わず繁殖すること、温度変化に強いこと、他種と比べて共食いしにくいこと、雑食で餌の幅が
広いことなどが挙げられます。この種は非常に繁殖力が強く、メスは 2～3 日おきに 50～100 個の
卵を産みます。
【飼育計画】
① コオロギを購入し、同時に飼育ケースを制作する。
② 1 世代目を育て、2 世代目を孵化させる。
③ 世代を繰り返し育て、4 世代目からは廃棄食材を餌として食用に育てる。
④ 育てたコオロギを食用に加工する。
【現在の飼育状況】
現段階で①、②の 2 世代目の孵化まで完了した。
【観察記録】
⑴飼育開始
・バーミキュライト、卵パック、水、市販のコオロギフー
ドを入れた飼育ケース（写真１）にコオロギのオスメス７匹
ずつ入れて研究を開始した。
⑵生育状況
・数匹死んだり、行方不明になったりした。
・研究を始めて約１か月、メスを別のシークケースに産卵用
の土を入れると（写真２）
、入れ替えてから２日ほど経過し
（写真１）
た時点で、産卵している姿を確認し、土の中に大量の卵も
確認することができた。
・産卵から 5 日ほど経過したら大量の幼体を確認すること
ができた。
・コオロギは粗く乾燥した地面では卵を産まず、柔らかく
湿った土なら産卵することが確認できまた。もう少し土の
入れ替えを早くすればその分早く繁殖できたのではない
かという反省点が見つかった。
（写真２）
・私たちが観察するときに土日以外は天候、表面にいるコ
オロギの数、温度、湿度を記録した。メスを移動してから
の平均温度は約 29 度、平均湿度は約 81％というような結果であった。これからは気温が下がる
などの環境変化によって繁殖力が変わるのか確認していきたい。

