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多機能バイオ沼土を用いたホタル飼育と環境の改善
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br号d succ巴551ve gCR泊tlo出 öf f叝efljes in a dosed 鈩vironment and is ∞nducting a 
pr主計ical invおtlgation andr鑚earch b ~ome opeii tn.virbnmentar鐶s as '.vdl. Activating 
lhe envirö白rn亡ntal s�l :ind limicolö山 bactería，誌 well 誌 the 注目ding watcr in contact 
with ihe 飴iJ? pl~ys. ~n im戸市民t ;'�!e in lne stable sptead Qf Lu�ola cruciafa 却d Luc綷la 
laleralis.1.tore specifically, brc毛dìngwtl!� fOf [t，eflies 回n b-c worked on1y in cov--p-er�.ti� 
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銭寄
託話器*タ )v~考資j築設で{之、生皇室系密室のアプロー
チとして、係議安忽10)* タ .!trの額資に祭i主代にも豆り
成功しておち、開法2言語でも美えつかの治j乏で~~議議
室五 ~.Bf交しているョゲンジポタんやヘイケボタんを安
定に発生させるためには、~境土壇とそり rtl に生息す
る忽諺奴の活性花、さらにそれに接する鈎育水が大き
な役割を果たすと考えられる，すなわち、ホタルの永
{之、 EJJtt土壌と組み合わせて初めて成立するのである。
このことから、本'&1究では、ホタ)1-鈎fflご関わる詞ヨ
水草き考古主主主及び名浅結語気などの携わ与について考
察することにした。

!ホタル担育*'と上E霊祭土の条件
まず、ホタルの錦誌にiü遂な水やその必要条件につ

いて述べる~r*タ)!.-の生息、 lこ遂した永」の主な特徴!主、
改のようにまとめることができる&すなわち、(j)主主ア
ルカワて・教本、争力 )lt シウムを中心lこ多語なミネラ)~>
を主主主計こ含んだ軟水、 G笠命表E誌の必安栄実3裂を笠玄
に長有する求、@痘3R を充分にきんで、 ff~.往主主生物
が主主謹し‘ s浮{と能力会3潟~\)示、である 312認定"*タル
詞脊詫設において、ホタ J!iの大愛釘芳仁詩泊している
君主の7ic法系「せせらぎJ や、 *9}~お予1mの主霊友
信号〉詞吉永を、「ホタル鶴子まに望ましい、理器吟なìk賓
のモデルJ とすると、 ifl存主主祭 mll 乃は煮にきさ待状患
であり、笠笥主主イ才ン(亥02-) とアンモニウムイオン

S203 

(NH~~) はtf~ ちなく o mJU. ii者髭イオン(N(hつは 5
-50 mlll の築窪である。なお元議〈禁令土i章表賓のと主
主f~こ l之、各誌のろ送付を主主討したまさ菜、ろ道主主蓄を7k
今に設器する方式を探F去している。
次iこ、ホタルの喜若手7ピ廷遂な鍔完遂土やそø必妥条

件について述べる毒 f ;t.タ J t.-のま怠に迭した土:J笈J の主
な特徴i主、とr.のようにまとめることができる香すなわ
ち、 φミネラル分を琵[;~tこ含み、;女生5金量ff 1t)の;き妥土
として高い能力怒るる土辺、窃土I哀・コ1<中パクテリア
が活性化され、委設多後な生物が予言主主できる土様、 @p
HO)安定書室誌を長諮問詩吟でき、語読めにも彊れ、絞
り短いが3基準な土壌、でるる a これらの条件を涜たす
土混として、 2当詫設とCtt) 誌援と共お箆発し、邸内
外の特許を1&得した f多段詑パ子;f受土」や「袋磁土
バイオ袈之J がある。これちは、顕著に鍔育環境を改
裂する効薬を発援し、各;急!乏から E52 した土滋を授わ
ずに単語で笹沼ずる場合、 f委主主主パイ才妥こ乞を上程遠
足び謹迄努等に箆汚する$で高い主主5廷を ~líìtすること
も:Æ裂を通じて詔ろかになっている。
以上の詣認を基準として、 ZZなは‘ 232 タ jシ援活に手]
けた実設約裂J点か色、これまでに会箆各誌でホタ jしが
き生ずる 100 Þ主ゲ所以上の汚1i1 .小Jil ・ 5再水から ~.b1
したykや環境土援を羽Rしてきた。採取した71<と土濯
を写11m して、 30 x 4 5cm の容室内でカワニナとホタ
jL22び'*主主主援拐を飼育しながら、ろ透tt と主主土をお
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;乏して広去の支{乙を誤廷した。なお、お;芝 l立、デジタ

j\.-水質公務器(話滋裂作所)、街易水};~検主主ミ(テトラ
tU、バックテスト{共立理化学法究所)などを j誘いて
fJった φ さらに、適当な条件下では、カワ三ナが繁主主
をZ喜捨することから、「カヲニナ控~J の}定訟の緊主主
も水質改警の31~ J.主){ p メーターとして活汚した。そ
の結果、ほとんどの地i乏の永では、 3 詰所を滋きカヲ
ニナの22箔が湾台をになち、 mタ i t.-ft司王fに可能な求裂を
絞り援すことができた，かなり毘遂と考えられた都市
ü)河川水でさえも、時鍔と適切な安土とる違反で生息
弓詫な木賞を取り良すことができた。なお、生存に薮
接詞おる重大な要素となったのは、主主宕 NOzーの勤i勾
であった。また、ト:Ol-ì立、 150 ml/ 1 までは笑設上の
保護{まないととも明らかLとなった。
ゲンジポタ jレ、ヘイケポタル!之、約 9 -7[1の水中主

惑の後、資3が誇り緩いている日投後約1S:J間半かち 2
Z寺諮後に上詰し、洛土する s その後、約 3 0 日から 4
0 日賂に豆り土中の議の4:-で童話になる.そのため、SÇ1
告するまではカどが発生しない思境土壌がとうしても
必妥である e これちの土足i立、訴訟した殺さまを窃えて
いなければならないことに加え、ミネラ }li~手を水中へ
法記する役おも担って怠り、生態語環を保持するよで
も大切な役ifJを来たしている。なお、これらの条件を
22たす姿えには、通常、 !&1 に示すような好気性バク
テリア詳が笠宮に生互ましているのでるる。
院三主主同日》 香ヲ. I台諸民ζ..t~ 】
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表 '1 .~ *-・蓑土1::生息する好気性パクテリア

2 芸家色合物分終の必要?主
近年、湾jけでは、エm左手水や住宅診J水からの活染物
宍により環境珪緩や土譲汚誌が進み、ホタルなど後々
な友生訪韓物群の生態系タ主主壊されてきたa その誇菜、
カワニナやホタ)t，.f.左京会Z生息できない宅i乏が会認さ5迭
の去筈í.Ël!二分考する結東となった争
設議話1玄l之、生怒系のjE妥72援誌の一つである。そ

こに生思する動物にとっては、 EZZ寺系物賓のE若者{乙え4
2芸な要素でもある。このことは予水中における霊祭
系住会惣の致戸!に隠しても持主主である。たとえば、活
渓という十分な &'l .~をさむ好気性条件下では、霊祭系
のN 日 J や子~Ch:- ，主、 NO~-lこまで喜子気役5tH乙努wに
よって抜{じされる事トJ 1'!.. +{ま Z主主:tR受忍諺ニトロソモ
ナスによりお0.-に髭起される。さらに NO!-(立、宗j設
な E13{己認諒ニトロパクターにより NOJ-に設住される 5
~~亥系出会訪の遊話室長文物?であるおOj-I土、祭、考{乙さ
れており、かっ詰窃に該i去される。
mf乙をち]る設立会長話iZお lfH之、 t~ l3.1栄爽忽若と 32
なり、妥紫色合物の主主イじによりエネルギーを獲得し、

各E差ミゑラ Jレをも詞 iZ しながら j~~立するので、これら
の爵先怒~詳のための寝境条件諮V;~が重妥であ手包さ
らに、これらの沼化認翠訴は、 ttt{f;交代に送予言 20 lì寺均
以上必要で、 fEi話頭より非常に長〈、活性起の密琵さ
を伴うものである与しかしながら、鈴述した多議詰パ
イ才炎土及ZF忽滋土パイオでは、これちの問題も察iえ
され、しかも誌協にわたり活性信が待筏していること
も一速の夜究を通じて鳴らかになった。
3 上陸・羽化と実践の成果
1;;V; 1 は、詞じ条件下の 7 5 センチ本僚にグンジボ

タル主主令幼虫 5 0 匹、ヘイケボクル終令幼虫号 O E;入
れたものである 9 また、表 2 ，之、比較した上設設とお
花訟を亥にしたものでおる。奈から、上建設に持する
忍{じ殺の笑技会Eバイオ主主土をお渇することで溺らかに
向上していることがわかるe
若々は、このJ'\イオ祭土を箆設の「せせらぎJ にも
使用して成祭を挙げているが、さ~ì主主まからの妥Z査があ
り、これを「つくば市・争かりの森昆虫鍔J、「北九州
市 ・ iまたるEZ主態求得J、「主義E21菜i色自民1 ・ i色信中学校ム
「均三猿努誼誇7 ・淀ü)控公器ホタル生息;急」などの開
設空間にも導入し、 ~'g1S{ま誌に成梁を挙げている。若々
は、ただ単にホタルの設をi設やす務会.:"êj 釣ではなく、
ホタルが生患できる空潤を嬰供することにより、後々
な重言滋坊の営みができる衷浸透り、生器系の@J復を自
信している甥

てて下町制限 113322}j以JU32お;3i12鍛i蒜22忠民2詰;
!いヂわンジω京幻山，仲舟バI :主πmτ
iトへイケ何不タ"舟 I zμ1'\;/):江: 1 れ的忌以t I ロmμ1 I勾宮;~~I湖、2偶

務宮
本研究!之、髭汚水、髭育妥土及びi詩f乙認霞などの土

;主語密と 7f1 タ JV鍔 rfの iiJわりについて考察したもので
るる s そ、の経来、ホタルの罰湾にi之、霊祭諮1薬会主途切
に封苦手された7f< と 1歪境土j哀が遣要な安留であることが
切らかになった。ホタルの生息に接選な永と土iおま‘
人々がも主透かっstmな B 々の主活を営人Jで行く上でも
重要な環境.~沼である e
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