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１

はじめに

生物学の学習は実際に屋外に出て生物が生活している場所で観察することが理想である。なかで
も生物どうしの関係性を観察する生態学においては特にそれが望まれる。しかし都市部の学校にお
いてその実行は難しい。そこで、屋内で生物どうしの関わり合いを小中高校生が観察できる系を確
立すべく、２つの生物に注目した。１つはアリ、１つはバクテリアである。ここでは、生徒にアリ
を飼育させ、行動を観察させた成果と、２種類のバクテリアを寒天培地上に植え付け、コロニーの
広がり方を観察させた結果を報告する。

２

研究成果

２－１

トビイロシワアリの採餌行動パターン

トビイロシワアリは体長が 2.5mm ほどの、日本では普通に観察されるアリである。１）市販のタ
ッパーウェア内で容易に飼育ができ
るため、この種のアリを研究対象に選
んだ。
このアリは自分たちより体長の大
きい獲物を運ぶとき、集団で運搬する。
ここでは、その集団内の個々のアリの
行動パターンに注目した。

図１ トビイロシワアリがヤマトシロアリを狩る様子。
写真中央付近に体長４mm のヤマトシロアリが１匹置かれ
ていて、ここではそれに３匹のトビイロシワアリが食いつ
いている。

底面が 200mm×300mm の市販のタ
ッパーウェアと底面 30mm×30mm の
透明プラスチックケースをビニール
の管でつなぎ、そこでアリを飼育した。
タッパーウェア がアリにと っての採
餌フィールド、プラスチックケースが巣
になる。採餌フィールドであるタッパウ

ェアに餌となるヤマトシロアリを置いて（図１）、アリが餌を巣へ運ぶ様子を動画撮影し、パソコ
ンで動画を再生し画面上でアリの動きを解析した。
アリが餌に食いつく時間にはおおよそ、３つのタイプがある。１つは２０秒以上、１つは１０秒
前後、そして１つは３秒以内であった。（図２）最初に餌にコンタクトするアリは、１０匹中９匹
が２０秒以上餌に食いついていた。その餌に２番目にコンタクトするアリは、１０秒前後噛み付い
たら餌から離れていくものが多かった。１つの餌にアリが多く噛み付いているときにコンタクトし
たアリは３秒以内に餌から離れた。餌を巣に運ぶのは、その餌に最初に噛み付いたアリであること
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シロアリ（餌）に噛み付いたそれぞれのアリが、餌に噛み付いていた時間 ５つの餌について、そ

れぞれ噛み付いた順でアリを識別し、餌にコンタクトしてから離れるまでの時間を記した。

が多かった。
２番目以降に餌に噛み付いたアリは、一見餌を巣に運ぶ行動を邪魔しているように見えたが、こ
れは餌を弱らせようとしているのではないかと考えられる。今回は餌として体調４mm ほどのヤマ
トシロアリを用いたが、おそらく大きな餌を狩るときには２番目以降に噛み付くアリの餌を弱らせ
る行動が狩りに有効に働くものと考えられる。餌を巣に運ぶ作業は、①最初に餌にコンタクトし２
０秒以上餌に噛み付くアリ、②１０秒前後餌に噛み付くアリ、③餌に多くのアリが噛み付いている
ときにコンタクトする餌に噛み付く時間が３秒以内のアリの３タイプの分業制であると考えられ
る。２０秒以上餌に噛み付くアリ①は、餌を巣に運ぶ係、１０秒前後餌に噛み付くアリ②は餌を弱
らせる係、餌に多くのアリが噛み付いているときにコンタクトするアリ③は、リザーブではないか
と考えられる。
また、最初に餌にかみついたアリは最長で９０秒以内に餌から離れたが、必ずその後その餌に戻
ってきた。また、最初に餌にかみついたアリが餌を離れるときは、必ず他のアリが餌に食いついて
いるときであり、自分だけが餌に食いついているタイミングで餌を離れることはなかった。餌を巣
に運ぶ作業は、最初に餌に食いついたアリの責務であるところが大きいようだ。

２－２

２種類のバクテリアのコロニー間の競合

滋賀県南部の貧栄養の真砂土の土壌に生息するバクテリアをスクリーニングしたところ、数種類
のバクテリアのコロニーが観察された。そこでスクリーニングで最もコロニー数の多かった２種類

のバクテリアについて、それらを寒天培地上に植え付けたとき、コロニーどうしが成長する際、互
いにどのような影響を受けるかを観察した。
２種類の菌をここでは Raku 菌、Daidai 菌と呼
ぶ。Raku1 菌は遺伝子解析の結果、枯草菌と分か
った。Daidai 菌の種類は未同定である。
実験は、別に増やしたそれぞれの菌のコロニー
に、滅菌した爪楊枝の先を接触させ菌をつけ、そ
の菌を寒天培地上に植え付け、そこから１０日間
で広がったコロニーを観察した。培地の寒天濃度
は１％のものを用いた。
Raku 菌と Daidai 菌を５mm 隔てて植え付ける
と、Daidai 菌コロニーが Raku 菌コロニーを取り
囲んだ。一方で、Raku 菌と Daidai 菌を 10mm 以
上隔てて植え付けたところ、Daidai 菌は抗生物質
を出して、そのコロニーの周囲に Raku 菌コロニ
図３ Raku 菌と Daidai 菌を寒天培地上で
ーが接近することを防いだ。（図３）Daidai 菌は
15mm 離して植えつけてコロニーを成長させた結果（上）、
条件次第で対 Raku 菌コロニーに対しての戦略を
10mm1 離して植えつけてコロニーを成長させた結果（中）、
変えているようだ。
Raku 菌と Daidai 菌を 5mm 隔
5mm 離して植えつけてコロニーを成長させた結果（下）
てたときは、Raku 菌コロニーが Daidai コロニー
の近くまで広がった時点で、Raku 菌コロニーはまだ小さい。一方、Raku 菌と Daidai 菌を 10mm 以
上隔てたときは、Raku 菌コロニーが Daidai コロニーの近くまで広がった時点で、Raku 菌コロニー
はかなりの大きさになっている。Daidai 菌は、Raku 菌コロニーが小さいときはそれを取り囲むこと
により Raku 菌の増殖を抑え、Raku 菌コロニー
がかなりの大きさになっていれば、抗生物質を
出して Raku 菌の侵攻を食い止めるのではない
かと考えられる。
さらに、この Raku 菌と Daidai 菌を５mm 隔
てて植え付けた実験を培地の寒天濃度を変え
て行ない、植えつけて 10 日後のコロニーの様
子を観察した。（図４）寒天濃度が 2.0％のとき
には両者のコロニーの間には隙間ができた。
配
寒天濃度が 1.5%の時には、Daidai 菌は Raku 菌
図４ Raku 菌と Daidai 菌を 2%寒天培地（左）と 1.5%寒天
コロニーを囲んだが、取り囲んだとき両者の
培地（右）上で 5mm 離して植えつけてコロニーを成長させ
コロニーの間には隙間ができた。
た結果
このように Daidai 菌の Raku 菌に対する戦略
の切り替えは、培地の寒天濃度にも影響を受ける。

２－３

これらの系の生物教育用教材としての評価

アリの狩りの研究は生物教育の対象として優れている点が多々ある。
１）アリの飼育は 20mm×30mm の市販のタッパウェアでできる。省スペースで実験・観察がで
きる。飼い方も非常に簡単で、週２回から３回の世話で間に合う。
２）採餌行動の観察については、予備知識が多くなくてもできるので、小学生から高校生までで
きる。
３）行動を動画撮影して動画をパソコンの画面上で解析すると、解析作業は場所や時間を選ばな
い。注目する視点を変えれば何回でも同じ動画が使える。例えば、夏の間に撮影しておけば、真冬
に解析するといったことも可能である。

バクテリアについては、増殖速度が早く、２週間以内で結果が出る。生物間の生存戦略の研究と
しては非常に短時間で結果が出せる。
本研究では、寒天培地上でコロニーを観察する方法をとったが、この方法は培養振とう機などの
設備も要らない。
無菌操作さえできれば扱いも簡単である。菌種は身の回りに無数あるので、２種類の菌種の関係
性を調べるだけでも無数の組み合わせができ、オリジナルの結果が期待できる。
ただし、難を言えば恒温槽と滅菌装置が必要である。
このように、これらの２つの研究では中高生がそれぞれ、オリジナルのテーマで研究活動し、結
果を得ることができた。これらの系は理科の学習において実際に研究観察させ、仮説考察を導く教
材として推奨できる。

３

まとめ

屋内で生物どうしの関わり合いを観察する系を確立すべく、２つの生物に注目した。１つはアリ、
１つはバクテリアである。生徒にトビイロシワアリを飼育させ、その集団での狩り行動を観察させ
た。また、２種類のバクテリアを寒天培地上に植え付け、そこでのコロニーの広がり方を観察させ
た。その結果、それぞれにおいて中高生がオリジナルの研究結果を出した。理科の学習において、
生徒に実際に研究観察させ、仮説を立て結果に対して考察させることを導く教材として推奨できる。
アリの研究では、市販のタッパーウェアで、トビイロシワアリを飼育し、そこに餌を置いて、餌
にコンタクトするそれぞれのアリが餌に噛み付いている時間を調べた。その結果、餌に最初にコン
タクトしたアリが噛み付いている時間は、２番目以降にコンタクトしたアリのそれより長く、最初
にコンタクトしたアリが主に餌を運び、その他のアリは餌を弱らる働きをしているようであった。
バクテリアの研究では、我々が Raku 菌、Daidai 菌とそれぞれ呼んでいる２種類の菌を同じ寒天
培地上で互いにある距離離して植えつけ、それぞれのコロニーの広がり方を観察した。その結果、
Daidai 菌はコロニー間の距離や寒天培地の寒天濃度の違いによって、対 Raku 菌戦略を変えている
ということが分かった。両者を植えつけたポイント間の距離が長いときは、Daidai 菌は抗生物質で
Raku 菌のコロニーの広がりを防ぎ、その距離が短いときは Daidai 菌は Raku 菌のコロニーの周囲
を囲んだ。また寒天濃度が２％のときは、Daidai 菌は抗生物質で Raku 菌のコロニーの広がりを防
いでいるようであった。
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