
白 白 黒 黒 杉(茶） その他 合計

素材

ボコボコ ツルツル ボコボコ ツルツル ボコボコ

1日目 0 0 4 0 0 1 5
2日目 3 0 3 0 0 1 7
3日目 2 0 2 0 1 0 5
4日目 4 0 1 0 1 0 6
5日目 3 0 2 0 1 1 7
合計 12 0 12 0 3 3 30

4　結果

幼虫はツルツル材質に出あうと片側の足や前足で感触を何度も確かめ、ツルツル素材には進まずひきかえした。

色は、白12匹、茶色15匹、その他3匹だった。人工素材は24匹、自然素材3匹、その他3匹だった。

安全である。万が一、天敵に見つかったら群集羽化していれば『スイミー効果』で威嚇し身を守ることができる。

国立市内城山公園などではクマゼミの生息が確認されている。また、暑く乾燥する場所を好む種類のミンミンゼミが増えている。

　　周波交信説　交信手段は幼虫が発する音（周波数）と考えた。セミの幼虫も他の生き物が使わない高音で仲間と情報交換をする。

３年間の幼虫の羽化観察調査で幼虫の音を聞いたことがないので、人間にも聞こえない周波数を発していると考える。

研究2　　　　 クマゼミは地球温暖化の影響で生息エリアを日本列島北上している。抜け殻が矢川上公園でも確認できるのではないか。

「その他」は羽化棒の外で羽化した。白いレースカーテン1匹、茶色の段ボール1匹、椅子カバーの水色の綿布だった。

    環境説②　アジサイの大きな葉の裏は天敵に見つかりにくく、雨風から身を守ることができる。また毒で天敵を寄せつけず

色は白を好む。成虫色の黒（茶）より、羽化中の白色の時に保護色であることが敵の目を避けることができるからと考える。

セミの羽化「スイミー効果」の謎

～家の近くのセミ調べ　part　Ⅳ　地球温暖化の影響～

4年目のセミ研究をする。3年間の研究でセミ幼虫が群集で羽化することがあるとわかった。昨年は98匹の幼虫の羽化を室内で観察した。

その幼虫の51匹が10ｃｍ以内に複数で集まり羽化する結果になった。小学2年生で学んだ国語『スイミー』の物語が頭に浮かんだ。

国立市立国立第六小学校

1　動機

　　6年　伊藤　好花

研究1

2　予想

過去3年間の研究結果

また、小さな花が群集で咲くのは花粉を運ぶ昆虫にアピールする植物の知恵だと森林インストラクターから聞いたことがある。そこで

研究1　環境説　①素材は幼虫30匹のうち、ボコボコ27匹、ツルツルは0匹、その他が3匹だった。

　環境説　①素材・材質・色・・安全に羽化できる素材や材質を選ぶか。天敵の目を避ける保護色は幼虫色の白と成虫色の黒（茶）のどちらか。

セミ幼虫の群集羽化は天敵を威嚇するセミの知恵なのではないかと考えた。『スイミー効果』と名付け、今年はおもに2つの研究をする。

●性別の割合はオスの方がメスより多い。昨年ミンミンゼミのみメスの方が多い。羽化数のピークはアブラゼミもミンミンゼミもオスの後にメスだ。

●羽化数は雨天や雨天翌日に減る。矢川上公園の盆踊りの翌日の羽化数が減る原因は光や音の影響ではなく、

人にふまれたからである。

●街路樹の剪定（せんてい）の翌日から数日はセミの抜け殻が減る。

●セミ成虫の生息期間は７日～３０日程度である。抜け殻の白い糸は幼虫の気管である。

　　環境説①　　素材・材質はしっかり足場を固定して羽化するために、凹凸のあるボコボコ素材を好む、また人工素材より自然素材を好む。

●抜け殻の種類はアブラゼミ、ミンミンゼミ、二イ二イゼミの3種類である。種類によって鳴く時間帯が違う。アブラゼミは8時と午後。

ミンミンゼミは7時から15時、ニイニイゼミは４時から１８時で主に夕方である。

　研究1　　　セミが群集で羽化する『スイミー効果』の成り立ちを環境説と周波交信説として考察する。

　周波交信説　セミ幼虫はお互いに音を発して安全な羽化場所の情報交換をして群集羽化『スイミー効果』を発揮できるのか。

　研究2　　今年もセミの抜け殻数を調査する。4年間の種類・性別・アブラゼミ羽化数のピークを比較する。

抜け殻数の変化から国立市の「地球温暖化」の影響を考える。

②群集羽化する場所のひとつ、アジサイは天敵がいない安全な場所なのか。

山山崎崎敏敏彦彦先先生生・・山山崎崎祐祐介介先先生生
（NPO法人国立市動物調査会 くにたち自然クラブ講師）

【質問1】

セミ幼虫が群集で羽化する私の考えについて

→【回答】群集で羽化したのは偶然だ。羽化場所は安全な

足場になり鳥などの天敵にみつかりにくい

環境を選び、たまたま群集になったのではないか。

【質問2】

アジサイの葉の裏が群集で羽化する場所の一つになって

いる。私の自論について

→【回答】アジサイの葉の毒が関係しているのではないか。

羽羽化化棒棒調調査査結結果果

手作り

羽化棒

ミンミンゼミの声（周波数）

情報1

手手作作りり調調査査箱箱

クロオオアリを透明な管に1匹づつ

入れる。

アジサイの葉が有る透明な部屋

（左）と葉が無い部屋(右）のどちらに

進むか観察する。6匹分の調査箱を

準備する。

情報2

専門家の意見 情報1

自然ガイドの意見 情報2

湊 修一さん
（森林インストラクター・矢川緑地ガイド・志賀高原ガイド）

【質問】

セミ幼虫が群集で羽化する『スイミー効果』は天敵を威嚇

する効果があるという私の自論について

→【回答】

動植物には子孫を残すための知恵がある。

①『生き延びる』

ムクドリ、イワシ、水牛にように群がって 数匹が襲われ犠

牲になる代わりに他の個体が逃げ助かる。数匹の小さな

群れでもセミは弱いだけに何とか生きのびる方法として

群れているのではないでしょか。

②『婚活』

群集になることで一刻もは早く結婚相手を見つけ子孫を

残しやすくなりますね。

③『支え合う』

群集する植物では虫に襲われると、ある酵素を出して虫

の天敵を呼んで助けてもらうそうだ。セミも人にはわから

ない方法で交信しお互いに支え合っているのかもしれな

いね。

【群集のリスク】

コロナと同じで密集すると伝染病が移りやすくなったり、

エサの奪い合いが起きるリスクがある。そのリスクがあっ

ても群れているのであれば群れる効果が高いのでしょう

人間には聞こえない音（周波数）がある

人間が聞こえる音（周波数）は

20ヘルツから20000ヘルツ （=20キロヘルツ）

情報3

情報3

7月7日（火）私は矢川上公園で今年初のセミの鳴き声

をきいた。嬉しくて携帯電話で母にセミの声を聞かせる

ことにした。驚いたことに、セミの声は全くきこえないと

電話で母が言った。そこで、音について調べた。

なぜ携帯電話からセミの声がきこえなかったのか

→電話機で感知できなかった。

セミの声・・セミ声は4000～5000ヘルツ。電話機が

感知できる周波数は300～3400ヘルツのため電話機

はセミの声を通さなかった。

一昨年以降発売の機種はCPU2.0ギガヘルツ

以上ありセミの声が電話の相手に聞こえる。

携帯電話ショップのスタッフに取材

白ボコボコで羽化した

アブラゼミ

茶ボコボコで羽化した

ミンミンゼミ

杉（茶ボコボコ）で羽化

を始める

ミンミンゼミ

セミ幼虫の前足（左）と

後ろ足(右）

触ると痛いほど鋭い

資料1

資料2

資料2

２０２０年８月１１日

矢川上公園で録音

音（周波数）について調べた

資料1 セミの声は携帯電話からは聞こえない秘密

3　方法

研究1　①材質・素材を調査する手作り羽化棒を作る。材質は2種類ボコボコとツルツル。色は2種類で白と黒(茶）。

人工素材2種類と自然素材1種類。長さ2ｍ、直径15㎝程の円柱に5つの材質を均等に縦に縫い　

つけた。5日間３０匹のセミ幼虫が羽化する素材と材質の調査観察をする。

音（周波）でお互いに情報交換をしているか確認する。

研究2　今年もセミ幼虫の抜け殻をひとつずつ手に取り調査をする。4年間の抜け殻数と気温の変化を比較する。

　例年通り、場所はさくら通り（西端２５０ｍ）と矢川上公園。時間は朝6時30分～7時30分。

　期間は7月20日～8月25日の32日間。（例年8月9日～8月13日を除く）

②群集で羽化しているアジサイの葉に天敵（クモ、アリ）がいるか観察する。

また、クロオオアリ観察箱に1匹ずつアリを入れ、アジサイの葉が有る部屋に進むか観察する。

③ セミ幼虫の周波数を測定をする。音声編集アプリに幼虫の音（周波数）を取り込み

ご意見いただいた先生
自然インストラクター　湊修一さん　、　くにたち自然クラブ講師　山崎敏彦先生・山崎祐介先生　、　　くにたち郷土文化館　学芸員　竹内竜巳氏　

・厚生労働省自然毒のリスクファイル高等植物アジサイ　https://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/poison/higher_01.html
・総務省総合通信基盤国　ｈｔｔｐｓ：//ja.climate-data.org 

研究で困難さを感じた時に自分の考えについて先生方にご意見をいただいた。自分の視野を広げ考える機会になった。

② アジサイの葉観察・・・セミ幼虫の天敵であるクモやアリがアジサイの茎や葉にいた。葉は昆虫にくわれ穴があいていた。クモの巣が多数あり、近くにクモがひそんでいた。
アリ観察箱・・・クロオオアリ6匹すべてが『アジサイの葉が有り』にすすんだ。アジサイの葉が有る部屋と無い部屋に分かれる手前で20分位どちらにも進まずにいたが、アジサイの葉が有る部屋に進んだ。

周波交信説・・羽化前のセミ幼虫から周波数0～344ヘルツが測定できた。周波数が歩く音なのか『スイミー効果』のために情報交換している音なのか判断できない。

雨風をしのぐ環境としてアジサイの葉の裏を選んでいる。

研究2

5　結論

4年間でのべ日数133日間、抜け殻数合計4951匹の調査を行った。矢川上公園と西端さくら通りで羽化するセミの種類は3種類だった。アブラゼミ、ミンミンゼミ、ニイニイゼミだ。

オスとメスの割合はアブラゼミは4年間オスがメスより多い。ミンミンゼミは2017年と2018年はオスが多く、2019年と2020年はメスの方がオスより多くなった。
今年の調査日数は32日間、抜け殻数841匹。アブラゼミはオス411匹、メス208匹。ミンミンゼミはオス78匹、メス137匹。ニイニイゼミは7匹。クマゼミは今年もいなかった。

4年間調査期間の最高気温の平均温度は上昇傾向にある。ミンミンゼミの抜け殻数も増加傾向にある。

　研究1　環境説　　セミの群集羽化『スイミー効果』はより安全に羽化する素材や材質を選ぶと群集になりうる。

・ファーブル昆虫記　3　セミの歌のひみつ（著者　奥本大三郎、2006年3月6日第13刷発行、集英社）

・平成13年度国立市自然環境調査報告書（国立市　みどりの調査会　平成14年3月発行）・？に答える！小学理科　（監修　高濱正伸、編集人　黒田隆暁、2014年8月初版発行、学研教育出版）
・ポケット図鑑日本の昆虫1400　①チョウ・バッタ・セミ(編著　槐真史、2015年7月27日初版第4刷発行、文一総合出版）

・スーパー理科辞典　四訂版（監修者　齊藤隆夫、発行者　岡本明剛、2013年12月発売、増進堂・受験研究社）

雨風を避け、より落下率が低い材質を好む。　色は白（羽化色）と茶系（成虫色）では数に大きな差はなかった。
自然素材より人工素材を好む数が多かった。セミと人が共存するためには公共の電柱や電灯などにボコボコ材質の使用がおすすめである。

周波交信説　　セミ幼虫が発している音(周波数）が『スイミー効果』のための情報交換だと結論づけられなかった。

アジサイの茶葉を飲んだ人が下痢した事例があるが、今回はセミ幼虫の天敵がアジサイの葉を避けているとはいえない。雨風が強い日は特にアジサイの葉裏での群集羽化数が増えるので

調査の地道さや予測外の結果に困難さを感じることがあったが、セミのか弱いながらもたくましく生きる姿に感動し励まされ研究を終えることができた。

研究2　　　ミンミンゼミは増加傾向にある。ミンミンゼミは乾燥地を好むため国立市でも地球温暖化が進み生態系に影響がある。

6　まとめ

2030年のゴールを目指したSDGｓの活動につながるようエコ商品の開発も続けていきたい。

今後のセミの羽化『スイミー効果』の研究のために、動植物、気候、地形、周波数など様々な分野の学びを深めたい。動く幼虫の周波数測定や分析に知識や工夫も必要だ。
セミの抜け殻数の変化から地球温暖化の影響をより身近に感じた。これからも身近なこと、日常の中にある不思議さの気づきを楽しみたい。

参考文献など

内 訳

調査結果

クロオオアリは

アジサイの葉に進むか

アジサイの葉に

クモのたまご

有り 無し

アジサイの葉を食べる昆虫

・ コガネムシ

・ アオバハゴロモ幼虫

・ アオバハゴロモ成虫

・ アジサイハバチ

・ ハダニ

など

セミ抜け殻の種類・性別の割合

２０１７年 ８１７匹 ２０１8年 1431匹 ２０１9年 1862匹 ２０20年 841匹

アブラゼミ オスとメスの抜け殻数の推移

2019年2月から5月に矢川が枯れた

国立市でも地球温暖化と都市化による

高温・乾燥化がすすんでいる

セミの抜け殻とケナフで作ったハガキ

羽化棒を歩く

幼虫の周波数

測定値

2020年8月1日

2019年のミンミンゼミ数は激減しているが、4年間で最も羽化数がピークの8/9～

8/13に調査がなかったためと考えられる。その5日間調査があれば2019年のミンミン

ゼミは185匹前後と予測できる。調査期間：毎年7月20日～8月25日（8月9日～14日

を除く）の32日間

くにたち自然クラブ講師山崎敏彦先生

40年位前の国立市内は、

ひと夏にミンミンゼミは2匹くらいしかみなかった。

近年

背中が赤いアブラゼミがいる。100匹に1匹の割合でみつ

国立市のセミ情報

初めてセミ研究をした3年前の雨の日に、抜け殻で雨宿りをしている小さな虫

がいた。その様子からセミの抜け殻で人間用のレインコートなど防水加工素材

がつくれたらいいなと思った。まだ作り方のアイデアが浮かばないので今年は

ハガキを作ることにした。材料はケナフとセミの抜け殻で作った。

セミの抜け殻でエコ商品開発のいきさつ

アジサイの葉が虫にくわれていた

ケナフの説明
アオイ科の一年草。高さは3～5メートルに成長する。花は淡黄

白色。インドやアフリカ原産。茎は直径1～2センチメートル。

他の植物より二酸化炭素の吸収量が多く地球温暖化防止につ

ながり世界で注目されている。

コロナ感染症流行期に緊急事態宣言があった。

ステイホームの日に庭にケナフの種をまき育ててみた。

砂利の下の堅い土でもよく育つ。頑強さに驚いた。

優しい色合いの茶色に仕上がっ

た

アジサイの葉に

アメイロアリなど数種類のアリがいた

羽化するために土からでてきた幼虫。

高性能マイクで発する音をとる。パソコンアプ

リに取り込む
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