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テーマ 2. 改良型ソーラーろ過水槽を用いた希少生物飼育の試み 
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【内容の要約】 

テーマ 1．（期間：2019年 8月～2020年 8月） 
田んぼの環境を再現した展示水槽は見たことがないが、このような水槽が展示されれば、とても目新 

しいだけでなく、田んぼやそこにすむ生物を守りたいと思う人が増えるのではないかと考え、ぜひ自分

で作ってみたかった。そこで、昨年の 8月中旬からではあったが、近所の田んぼを良く観察し、その特徴

を再現した水槽の作成に取り組んだ。屋外に設置し、日本在来の植物とメダカとを入れた水槽を作成 

した。また水質を良くするため、ソーラー発電を利用したろ過装置も作成した。その結果、田んぼに近い

見た目で、生物も元気に暮らすことができる水槽を作ることができた。水がきれいで、マングローブの 

ように密集した植物の根の間を泳ぐメダカを観察でき、ユニークな水槽になったと思っている。また 

意外にも、貴重で少ない植物が出現したことも興味深い。 

 

テーマ 2. （期間：2020 年 4 月～2020 年 8 月） 

テーマ 1で、ソーラーろ過装置が屋外で使えることがわかった。これを使って、田んぼの貴重な生物を

保護したり、成長させたりすることができるのではないかと考えた。そこで、カワニナとコオイムシを 

飼ってみることにした。同時に、水をさらにきれいにするために、ろ過装置の能力をもっと上げる研究も

行った。その結果、これらの生物を長期間飼育したり、成長させたりすることができた。田んぼの生物を

保護するために様々な方法があると思うが、この水槽のような方法もその一つになると思う。またろ過

装置をさらに工夫したためか、水質をテーマ 1 よりもさらに改善することができたので、それも良かっ

た。 
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テーマ 1．田んぼの生態系を再現した水槽作成の試み                        

                

I. 動機 

 毎年夏になると小田原市内の特定地区では用水路から野生メダカが多数、田んぼに入り込んでくる。

博物館や水族館にて、野生メダカを飼育する展示水槽をいくつか見たことがあるが、その多くは、美しく

はあるものの、外来種の植物が入れられていたり、直径が均一に揃った粒状の専用の土が使われている

ことが多く、人工的な印象が強かった。また、今まで室内での設置しか見たことがなく、太陽光ではない

蛍光灯や LED が使用されており、このことも人工的な印象を与える一因となっていた。 

一方、田んぼの生態系を再現した展示水槽は少なくとも市内においては、これまで博物館を含めて見た

ことがなかった。このような水槽が展示されることがあれば、とても目新しいので多くの人の興味を引

くと思われ、田んぼやそこにすむ生物を守りたいと思う人が増えるのではないかと考えた。 

そこで、今回、小田原市内の自然が残る地区の田んぼを良く観察し、その特徴を再現した水槽の作成を 

試みた。人工照明を使うことなく、野外の生物も入りこむことができるように屋外に設置し、メダカと 

在来の植物を植えこんだ水槽を作成した。また実験途中で、藻の異常発生を抑えるためにソーラー 

パネルとバッテリー、および PET ボトルなどを利用した独自のろ過システムを作成し、長期間、水質を

クリアに維持し、生物を問題なく維持することができたので、以下詳細を記載する。 

 

II. 目的 

（１） 田んぼの生態系を再現した水槽を作成すること。（作成にあたっては、なるべくお金を 

かけず、身の回りの物をできるだけ利用することにする） 

（２） 藻が異常繁殖しないような工夫をすること。例えば、藻が発生した場合は、都度、その進行を 

防止するために何らかの対策をすること。例えば簡単なろ過装置を作成するなど。 

（３）水槽の安定性（生物の状態と水の透明度）をモニタリングすること。 

 

III. 原理 

（１） 水槽に入れる在来生物（動物・植物）の選択 

・在来の動物として、小田原市役所から譲り受けて増やしていたメダカ（酒匂川水系由来）を選択した。 

・在来の植物は、小田原市近郊の田んぼをよく観察し、種類を調査した。環境に配慮し、個体数が多く、

広く分布している種類（イネ以外）を選択することにした。また、水底に根を張り、水中から茎を空気

中に伸ばす抽水植物と、完全に水中で生育する沈水植物を水槽に入れることにした。特に沈水植物につ

いては水質を浄化することを期待した。 
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（２） 水槽の立ち上げ 

・自宅の庭土を水槽に入れ、田んぼから採取した在来植物を植えこんだ。また汚れを分解する微生物が 

繁殖し始めるのに 1 週間程度かかることを想定して、1 週間後にメダカを入れることとした。 

（３） 簡易ろ過装置の考案と設置 

・水の流れが少ない時期の田んぼには、必ずと言って良い程、アオミドロなどの藻が水中に異常繁殖する 

 様子が見られる。一般に生物を飼育する水槽では藻の原因となる栄養分発生を抑えるため、ほぼ何ら

かのろ過装置が設置されている。また、専用の土が使われることが多く、泥土はほとんど使用されてい

ない。今回の水槽では、実際の田んぼに近くすることにこだわって田んぼ同様に肥料が多い庭土を使用

した上に、水が動かない状態となるので、かなりの確率で藻の発生が予想された。アオミドロなどの藻

が繁殖するとメダカの遊泳が邪魔され、グリーンウォーター（植物性プランクトンが繁殖した緑色の

水）の状態が進むと水槽内部が見えなくなってしまい、生物の様子が観察しにくくなる。そこで、薄い

グリーンウォーター程度に抑えることができる簡易ろ過装置を水槽立ち上げと同時に考えておくこと

にした。 

・屋外には交流（AC）電源がなかったので直流（DC）12V バッテリーを電源として、小さなポンプ 

を稼働させ、汲み上げた水槽の水を活性炭（汚れの成分を吸着する）とリン酸吸着剤（リン酸という 

成分が多いと藻が発生するらしいので、これを吸着する）を入れた加工 PET ボトル容器に供給し、さ

らにリングろ材（円筒状のセラミックで表面積が大きく、汚れ成分を分解する微生物を多量に殖やす）

でろ過するシステムを作成することとした。また、消費したバッテリーを自動で充電するため、非常用

として自宅に所有していた 20W ソーラーパネルを利用することとした。昼はソーラーパネルでバッテ

リーを充電し、毎日夜間にろ過システムを一定時間稼働させることが狙いであった。 

（４） 水槽のモニタリング 

・長期間にわたって、生物と水質をモニタリングする。特に藻の発生には気を配り、状況を見ながら 

 ろ過材の量やろ過時間を調整する。 

・長期間、生物が生存あるいは増殖し続け、水の透明度が比較的高く維持できれば、本システムは 

 良好に稼働していると評価することとした。 

 

＜実験１．水槽に入れる在来生物（動物・植物）の選択と採取＞（2019 年 8 月 13 日） 

Ⅳ－1．方法 

・在来の動物として、小田原市役所から譲り受けて殖やしていたメダカ（酒匂川水系由来）を選択した。 

・在来の植物は、小田原市近郊の田んぼをよく観察し、図鑑で種類を調査した。環境に配慮し、個体数が

多く、広く分布している種類（イネ以外）を選択することにした。抽水植物 2 種類と沈水植物 1 種類を

採取した。根へのダメージを少なくするために、土ごと根をすくうようにスコップで採取した。 
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V－1．結果  

・飼育しているスイレン鉢から、成魚になったメダカを 5 匹採取して、小容器に入れておいた。 

・田んぼの畔際において、抽水植物はコナギの個体数が多く、分布も広く、集合体を形成する傾向があっ

た。次に多かったのはセリであった。一方、沈水植物については、ホザキノフサモの個体数が多かった。 

 （ホザキノフサモは田んぼの中よりも、流れがある用水路に繁茂しており、外来種で繁殖力の強い 

コカナダモと共存している様子がよく見られた）よって、これらを水槽に入れることにした。田んぼの

畔際より採取することができた。 

 

写真―１．コナギ（抽水植物）              写真―2．セリ（抽水植物） 

 

 

写真―3．ホザキノフサモ（沈水植物）  
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VI－1．考察 

・コナギは集合して生えていることから、成長が早く、水槽中でも繁殖して集合体をつくると推定 

された。 

 また乾燥気味の田んぼの土でも問題なく生育していたことから、変化しやすい水槽環境には最も適 

した植物の一つと考えられた。 

・セリは集合体を形成するものの、コナギほど分布は広くなかった。ほぼ、どの田んぼでも生えている 

コナギと一緒に植えた場合は、コナギが優勢になることが推定された。 

・ホザキノフサモは、繁殖力が強い外来種のコカナガモと共存できていたことから、かなり丈夫な沈水 

 植物であると考えられた。よって、これも水槽飼育には適していると推定した。 

 

 

＜実験２．水槽の立ち上げ＞（2019 年 8 月 15 日） 

Ⅳ－2．方法 

・バケツに庭土を入れ、水を注ぎスコップでよく混ぜた。水が多すぎると混ぜた土は粘性が低く扱い 

にくいので、充分な粘り気を持つように水の量を調整した。 

・使用していないプラスチック水槽（幅 45 ㎝×奥行 30 ㎝×高さ 30 ㎝、約 40L）の底部に上の泥を張り

付けていった。水槽のレイアウトに変化をつけるため、左半分は底部から 2 ㎝程度の厚みで平坦に、そ

して右半分は右上がりの傾斜となるように泥を重ねて行った。この傾斜部にコナギ 3 株、セリ 1 株を

植えた。 

・一日直射日光に当てた（塩素を除去するため）水を水槽に注ぎ入れた。なるべく濁らないように、植木 

鉢の底皿を泥の上に置き、底皿の上に水を注ぎ、泥に直接水を注がないようにした。 

 

図―1．水槽の底土レイアウト図  

 

 

                        コナギ、セリ植込み 
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V－2．結果 

・植え付けたものの、株はしおれていた。これで成長するのだろうかと思ったぐらいであった。 

・予想はしていたのだが、泥を使ったので強く濁ってしまい、内部がほとんど見えない状況であった。 

写真―4．水槽立ち上げ時の様子（水は濁りあり） 

 

Ⅵ－2．考察 

・コナギとセリは採取後、2 日間、水を張ったバケツに直接入れておいた。すぐに土に植えかえなかった 

 ためにしおれていたのであろう。 

・繊細な印象であったホザキノフサモはこの時点では入れず、コナギやセリが確実に定着し、水がある 

程度透明になってから入れたほうがよいと判断した。 

＜実験３．1 週間後のモニタリングとメダカの投入＞（2019 年 8 月 21 日） 

IV－3．方法 

・立ち上げから 1 週間経過後の植物の状態と、水の状態（濁りなど）を観察した。 

V－3．結果 

・コナギとセリは、しっかりと葉を広げるようになり、定着したようであった。 

・水の濁りが取れ、透明な状態となった。 

・水質が安定してきたので、5 匹のメダカとホザキノフサモを数株、水槽に入れた。メダカには 

 毎日 1 回朝に少量の餌を与えることにした。 

写真―5．1 週間後の水槽            写真－6．メダカとホザキノフサモを投入                                    
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メダカ 

ホザキノフサモ 



 

VI－3．考察 

・最初、ホザキノフサモを多めに水槽に入れた。メダカの様子を観察したところ、水中のホザキノフサモ

の密度が高すぎて泳ぎにくそうであった。飼っているメダカを観察すると開放的なスペースの表面を群

れで泳ぐ様子をよく見かけるので、そのような環境の方がメダカにとって快適なのだろう。そのように

考えて、水槽内のホザキノフサモを少し取り出し、水槽内部の遊泳スペースをやや拡大した。 

 

＜実験４．２週間後のモニタリング＞（2019 年 8 月 28 日） 

Ⅳ－4．方法 

・立ち上げから２週間経過後の植物とメダカの状態と、水の状態（濁りや藻の発生状況など）を観察した。 

V－4．結果 

・コナギは順調に生育し、斜面上の土に白い根をしっかりと根を張り始めたのが観察された。また葉の数 

も立ち上げ時の 10 葉から 16 葉に増加して、明らかに成長していた。一方、セリはやや長く伸びたが、

コナギと比較して成長スピードは明らかに遅かった。一方、メダカはすべて問題なく遊泳していた。 

・やはり、水槽内の水が緑色になってきていた。1 週間後の状態のまま透明な状態が継続してほしいと 

考えていたが、その後少しづつ水がグリーンウォーター状態となり、水の透明度が低下してきた。 

ただしアオミドロはまだ発生していなかった。 

 

写真―7．２週間後の水槽            写真―8．水を少量採取（グリーンウォーター化） 

  

VI－4．考察 

・肥料などによる土の栄養分が高いことと高いことと、メダカのために毎日 1 回朝に餌を与え続けたこ

とによりさらに栄養分が追加され、グリーンウォーターが発生したと考えられた。 

・グリーンウォーターは植物プランクトンであるため、メダカや植物の生育にはむしろ有利に働くと思 

われた。しかし、田んぼを再現した水槽において、どうしても生物の動きが常に良く見える状態 

にしておきたかったため、屋外で使用できる何らかのろ過装置を設置しなければならない必要に 

迫られた。写真－7 の白い人工物はろ過装置のイメージをつくるため、以前金魚を飼育していた時の 

市販のエアー式ろ過装置を試しに入れた様子を示している。 
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＜実験５．ろ過装置の考案と作成＞（2019 年 8 月 16 日～2019 年 9 月 1 日） 

IV－5．方法 

・グリーンウォーター化を予想し、立ち上げ時から屋外で使用できるろ過装置の構想を立てていた。 

 一つ目は、市販のエアー式ろ過装置を動かす方法、二つ目は 12V バッテリーとポンプを使用した 

 全くオリジナルのろ過装置を作ることであった。 

・一つ目の方法では、市販のエアー式ろ過装置に乾電池式エアーポンプをチューブを経由して接続した。 

 ただし、乾電池は使い捨てか、交流（AC）コンセントで別途充電する手間が想定された。 

・二つ目の方法を次に説明する。屋外には交流（AC）電源がなかったので直流（DC）12V バッテリーを

電源として、小さなポンプを稼働させ、汲み上げた水槽の水を活性炭とリン酸吸着剤を入れた加工 PET

ボトル容器に供給し、さらにリングろ材によりろ過するシステムを作成することとした。また、バッテ

リーはレジャー用で保管しているものを借用した〈LONG 12V 14Ah 高性能シールドバッテリー【高耐

久タイプ】(WP14-12SE) 〉。また消費したバッテリーを自動で充電するため、非常用として自宅に所有

していた 20W ソーラーパネルを利用することとした。昼はソーラーパネルでバッテリーを充電し、 

毎日夜間にろ過システムを一定時間稼働させることが狙いであった。リングろ材とリン酸吸着材は 

以前金魚を飼育していた時の残りを使用した。ただし、材料が不足していたため、チャージコントロー

ラー（2,900 円）、小型水中ポンプ（400 円）、接続チューブ（80 円）、活性炭（300 円）を購入した。

以下、システム構成図と主要部品を説明する。 

 

チャージコントローラー： 

・ソーラーパネルとバッテリーを直接接続すると、そのうち過度の充電によりバッテリーが破損して 

しまう。充電時のバッテリー保護のため、充電の量の上限に到達したら、ソーラーパネルからの電流を 

停止する機能を持っている。 

・夜間照明用の出力端子を持ち、照明ではなく、小型ポンプに出力させた。夜間稼働する時間は任意で 

 設定できる。長時間設定では当然、バッテリーの消費は早くなる。 

・バッテリー残量の最小値に到達したら夜間照明用の出力端子からの出力を自動的に停止する機能も 

 持っている。バッテリーを消費し過ぎると、性能が低下するからである。 
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写真―９．使用したチャージコントローラー（防水でないのでタッパーでカバーをかけた） 

 

① ソーラーパネル用端子（＋、− ） 

② バッテリー用端子（＋、− ） 

③ 出力端子（夜間照明用）（＋、− ） 

＊左から 2 番目の緑色のランプはバッテリーの充電状態を表示。満タンだと点滅する。 

＊新型 10A/12-24V ソーラーパネル専用 チャージコントローラー： 

R&D事業合同会社製で、操作が簡単（赤いボタンで稼働時間を変更するだけ）。 

小型水中ポンプ： 

・直流（DC）で 240L/h の能力を持つ。水槽の水量が約 40L なので、一時間で水槽 5～6 回分の水を 

処理できることになる。 

・ポンプ吸引口からメダカが吸い込まれるといけないので、最初は目の細かい布で覆った。しかし、 

 吸引口は直径 8 ㎜と細く、ポンプを稼働させると、布を吸い込み、流れる量が大きく低下してしまっ 

た。そこで、以前金魚飼育で使っていた外掛けフィルターの吸引部パイプとメッシュ状のスポンジを 

利用することとし、パイプをカッターで短くしてチューブを経由して小型ポンプと接続した。流れる 

量が低下せず、良好であった。 

写真―１０．使用した小型水中ポンプ（掌の真ん中に乗るくらい小さい） 
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①  ② ③ 

メッシュ入りスポンジ 

 

吸引口パイプ 

吸引口 



 

PET ボトル式ろ過装置： 

・前に述べた金魚飼育で使用していた外掛けフィルターのろ過槽はプラスチック製のただの容器である 

が、水槽の縁にひっかけることができる構造になっていた。このろ過槽を利用し、まずその中に小袋に 

入れたリングろ材を敷いてから、以下の PET ボトルを挿入して使用した。外掛けフィルターのろ過槽

約 700mL のうち半分程度をリングろ材が占めるので、そのまま他の材料を入れると、過密になり水の

通りが邪魔されてしまう。PET ボトルの目的は、スペースを拡大して余裕をもって材料を入れるため

であった。 

・500mL PET ボトルを 2 コ用いて写真―11 のように作成した。活性炭バッグ 2 個の間にリン酸吸着剤

をはさみ込むように詰めた。PET ボトルの下側の飲み口とろ過槽底部にすき間ができるようにした。

PET ボトルは柔らかいので、うまくろ過槽にフィットし、器具なしで固定できた。 

・リン酸吸着剤は目の細かい袋に 40ｇ（吸着量を増やすため、説明書の量の 2 倍量）入れた。 

写真―11．PET ボトル内に活性炭などをセットし、外掛けフィルターろ過槽に挿入 

 

 

（部品説明は以上で終了） 

 

－10－ 

リングろ材 

活性炭バッグ 

リン酸吸着剤 



 

・全システムを以下のように接続し、試運転を実施した。接続時は、ゴム手袋をして十分に注意して 

 作業した。また、ショートさせたりしないように、電線の接続部はテープで巻いた。 

 

写真―12．小型水中ポンプと PET ろ過装置との接続 

 

 

写真―13．全部品の接続後の様子 

 

－11－ 

12Ｗソーラー 

パネル 

12Ｖバッテリー 

 

チャージ 

コントローラー 

PET 

ろ過装置 



 

・小型水中ポンプを運転した分だけバッテリーが消費される。毎日夜間の連続運転をするためには、 

 前日消費した分を翌日の日中のソーラーパネルでの補う必要がある。当然ながら、ソーラーパネルの 

 能力に対して、消費量が多すぎるとバッテリーが使えなくなってしまうことがある。またソーラー 

パネルの能力は曇天や雨天ではかなり低下してしまう。どのような条件でも毎日運転するためには、 

運転時間をどの程度にすればよいか、蓄電容量という項目をもとにして計算を試みた。次のように、 

毎日 3 時間の運転が適切であると考え、チャージコントローラーに入力した。 

 

蓄電容量 AH： 

・バッテリーの蓄電容量は、使用電流（A：アンペア）と使用時間（H：時間）の掛け算で表される。 

 今回使用したバッテリーの蓄電容量は 14AH であった。小型水中ポンプの使用時電流は 0.35A となっ 

 ていた。連続運転した場合、合計で 40 時間（＝14AH÷0.35A）使用することができる。 

・１週間で１日しか晴れない場合を想定し、ソーラーパネルが 1 週間で 7 時間程度しか充電できない 

条件を仮定してみた。1 週間運転後に元の 14AH に回復することも条件に入れた。 

 

 14AH ― （0.35A×可能な運転時間Ｈ×7 日） + （ソーラーパネル運転時の電流 A：1A×ソーラ 

ーパネルでの充電時間Ｈ：7 時間）≒ 14AH 

 

 この式より、毎日の可能な運転時間は約 3 時間と計算された。 

 

V－5．結果 

＜市販のエアー式ろ過装置＞ 

・設置は非常に簡単で器具を準備しておけば、組み立てから運転まで 5 分程度で可能であった。 

・しかし、乾電池式のポンプを使用しており、乾電池の消費とともに 1 日以内に泡の出方が半分程度に

なってしまった。 

・横幅、高さとも 6 ㎝程度あり、水槽内に設置するとかなり目立ち、自然な景観ではない印象となった。 

 

写真―14．運転の様子（市販のエアー式ろ過装置） 
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＜ソーラー蓄電式ろ過システム＞ 

・チャージコントローラーの試運転モードを用いて、試運転を行った。システムは順調に稼働し、PET 

 ボトルろ過装置からは問題なく、ろ過水が排出された。またろ過水は、穏やかな流れとなって水槽内に

排出されていた。 

・晴天であったので 1 時間程度運転後に停止させ、ソーラー充電したところ、1 時間以内にバッテリー 

が満状態となり（チャージコントローラーの充電状態表示ランプが点滅）、消費後の充電も問題なく行 

われていた。 

 

写真―15．運転の様子（ソーラー蓄電式ろ過システム） 

 

＊ 水がろ過槽から排出していることがわかる。 

＊ 停止時に水位が下がると一番上の段の活性炭バッグは空気中に出た。しかし、それ以外は 

  水に浸っていた（流れが抑制されない範囲で、なるべく PET ボトルを押し込んだ）。 
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Ⅵ－5．考察 

＜市販のエアー式ろ過装置＞ 

・設置は非常に簡単であったが、乾電池が長時間持たないことと、水槽内部に設置するため自然な景観 

 でない印象であった。一部の乾電池は交流コンセントで充電することが可能であるが、頻繁に充電・ 

電池交換が必要で現実的ではなさそうだ。よって、長期間使用する屋外でのろ過システムには採用 

できないと考えた。 

・装置内に活性炭が入っていたが少量なので、栄養分の吸着効果はそれほど高くないように思われた。 

＜ソーラー蓄電式ろ過システム＞ 

・試運転で 1 時間程度運転した様子では、とても安定的にシステムが稼働していた。消費後のソーラー 

 パネルによる充電も問題なく実施されていたことが確認できた。よって、本システムを屋外でのろ過 

 システムとして採用することとした。 

・市販エアー式フィルターと比較して、はるかに多量の活性炭を使用することができた。 

・ろ過の目的は現状のグリーンウォーター使用を軽減することであるため、今後、本システムを運転 

 しながら、生物の状態と同時に、水の状態が改善されるかどうかを継続してモニタリングして行くこ

ととした。またシステム全体の稼働状況確認もモニタリングに含めた。 

 

＜実験 6．１カ月後のモニタリング＞（2019 年 9 月 23 日） 

IV－6．方法 

・立ち上げから 1 カ月間経過後の植物とメダカの状態と、水の状態（濁りや藻の発生など）を観察した。 

V－6．結果 

・コナギは順調に生育を続け、繁茂していると言ってよい状態となった。株はかなり増え、葉の数は立ち

上げ時の 10 葉から大幅に増え、50 葉にまで到達していた。また斜面上の土に白い根をしっかりと 

張っているのが観察された。 

・コナギの水中の茎がかなり入り組んできていて、さながら、海水に浸るマングローブのような景観のよ

うになっていた。その間をメダカが遊泳する様子は、はじめて見る光景であった。 

・メダカは 5 匹とも問題なく生存していた。 

写真―16．1 カ月経過後の様子  
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写真―16．1 カ月経過後の様子（続き）  

 

 

写真―17．コナギ茎の間を遊泳するメダカ 

 

・一方、セリは相変わらず成長が遅く、株の増殖も少なかった。しかし、継続して長く伸びていた。 

 

写真―18．セリの様子  
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セリ 



 

・ホザキノフサモの状態はとても良いように見えた。 

写真―19．ホザキノフサモの様子  

 

 

・うれしいことに、ソーラー蓄電式ろ過システムを稼働させてから約 1 週間程度経過してから何となく 

 グリーンウォーターの色がうすくなり始め、今回の観察時までに、とてもクリアな水の状態になった。 

 

写真―19．立ち上げから 1 ヵ月後の水の状態 

（ソーラーろ過システム稼働前）              
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・ソーラー蓄電式ろ過システムは、立ち上げ後安定的に稼働していた。夜間に 3 時間の運転を継続して 

 きたが、バッテリーは、消費された翌日が曇りであったとしても、満の状態に戻ることが多かった。 

 

Ⅵ－6．考察 

・コナギの水中の茎の間をメダカが遊泳する様子は、はじめて見る光景であった。おそらく、田んぼの 

コナギの中をこのように泳いでいるのだろう。密集するコナギの根の間を泳ぐ様子は興味深かった。 

博物館等のディスプレイ水槽でこのような試みをすればとてもインパクトがあるのではないかと思わ

れた。 

・グリーンウォーターが透明に変化した理由としては、ソーラー蓄電式ろ過システムが機能しただけで

なく、植物の成長に伴う吸収や土中の微生物の働きが増加してきたこともあるのかもしれない。 

しかし、本システムは、ろ過を強化するための有効な手段と考える。 

・より大きなソーラーパネル（例えば 100W）と蓄電容量が大きいバッテリーを使用すれば、ろ過時間を 

 もっと増やすことができ、ろ過能力をアップすることができるだろう。 

・本システムは、屋外の水槽やビオトープで活用できるだろう。システム全体としても 1m 四方程度しか

とらないのでコンパクトである。応用範囲は広いと考える。 

・植物は、屋外では冬はきっと低温により枯れるはずである。しかし、このコナギを中心とした水槽は 

 屋内の交流（AC）を使用してろ過装置を運転し、ヒーターを運転すれば、年間を通じて屋内のディス

プレイ水槽として維持できるかもしれない。 

・ソーラーパネルによるバッテリーの充電は意外と簡単にできるものであることがわかった。普段は 

ビオトープ用として使用して、非常時にはバッテリーを取り外して、コンバーターという部品（直流を

交流に変換する部品）と接続すれば、電気製品を使用するのに役に立つであろう。取り外しても、 

しばらくの間、メダカなどは影響を受けないであろう。 

・田んぼの生態系を再現し、長期間、生物が生存あるいは増殖し続け、水の透明度を比較的高く維持する 

 ことができたと考える。 

 

Ⅶ．結論 

・コナギなどの田んぼを代表する植物と、県の希少生物であるメダカを入れ、田んぼと同様に底に土を 

敷き、田んぼの生態系を再現した水槽を作成することができた。 

・ソーラー蓄電式ろ過システムを独自に水槽に設置することにより、良好な水質を維持しつつ、生物を 

 維持、増殖させることができた。 
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Ⅷ. 今後の課題 

・ろ過容量が 1.3L 程度なので、容量を拡大する方法を考えたい。 

・人工の活性炭などは、効果が小さくなったら廃棄して新しいものに交換しなければならない。環境に 

配慮するため、ろ過材として（水草は浄化能力があるといわれていることもあり）、ホザキノフサモな

どの植物を活用できないかどうかを調査する。例えば、ろ過容量を増やすために今回の 500mL PET  ボ

トルにかわり 2L PET ボトルを挿入し、その中にホザキノフサモを多量に詰めたろ過槽を作成し、生物

や水の状態をモニタリングしてみたい。 

・今回は他の生物の入り込みはなかったが、生物種が多い地域にビオトープとして設置して、どのような 

 生物が利用するか調査してみたい。 

 

IX. 感想 

 今回の研究では、田んぼの生態系を再現するために、土を使用することにこだわった。これに伴い、 

グリーンウォーターが発生し、それを軽減するためにソーラー蓄電式ろ過システムにつなげることが 

できた。今回はその作成のための調査に時間がかかったため（作成自体は簡単）、研究の題名を「屋外水

槽に設置するソーラーろ過システムの研究」にしようかと思った程であった。ソーラーシステムについ

ては何の知識もなかったため、参考書を読み、材料をそろえ、実際に組み上げることはとても困難であっ

た。しかし、システムが初めて動いて、水が循環したときはとても感動した。また、グリーンウォーター

発生後にろ過システムを稼働させ、水が再び透明になったときは、本当にうれしかった。 

 このシステムは自然エネルギーを使うので環境に優しく、ビオトープなどへの応用範囲も広いと思う。 

 

X．参考文献 

・独立太陽光発電所の作り方（総合科学出版） 

・ため池と水田の生き物図鑑－植物編（トンボ出版） 

 

 

以上 
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（補足資料 ― その後の状況について） 

１．経過観察結果 

・2019 年 9 月いっぱいまでで、実験の評価はいったん完了させたが、2019 年 10 月中旬までソーラー蓄

電式ろ過システムを運転し、アオミドロなどの藻の発生を抑えた運転を継続できていた。その後都合に

より、この水槽はソーラー電源を外し、他の場所に移して観察を続けていた。ろ過装置を稼働しなかっ

た冬場は、寒さにより一部枯れた植物のせいか（コナギは完全に枯れ、ホザキノフサモも一部枯れた）、

アオミドロが発生し、やや強めのグリーンウォーターが発生した。 

写真―1．冬場の水槽（ソーラーろ過装置稼働なし） 

 

・しかし、2020 年春になると、ろ過装置はなかったが、ホザキノフサモが繁茂し、水が非常にクリアに

保たれ、今年の 7 月にはメダカの稚魚が複数出現した。またシャジクモやトリゲモなどの希少植物も出

現し、興味深い水槽となっている。 

写真―2．  
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ホザキノフサモが繁茂 

（2020 年 7 月） 
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ソーラーろ過がなくてもホザキノフサモ 

だけで水がクリアになり、底が見える。 

（2020 年 7 月） 

メダカ稚魚 

（2020 年 8 月） 
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シャジクモが発生 

（2020 年 8 月） 

 

トリゲモの仲間 

（2020 年 8 月） 

 

 



 

２．考察 

・ ソーラー蓄電式ろ過システムがなくても、ホザキノフサモが繁茂することによってグリーンウォー

ターになっていた水がクリアになった。ホザキノフサモの浄化能力は高いと考えられ、今後、ろ過 

能力を補強するための生物ろ材として使用したい。ただ、それでもアオミドロは発生していたため、

軽減するにはソーラー蓄電式ろ過システムを併用することが有効だろうと考える。 

・ コナギは春になっても生えてこなかった。発芽前に 20 ㎝以上の水位があり、この時期の田んぼの 

水位よりずっと高かったので、種子から発芽しにくかったのだろう。セリは春になると成長を再開 

したが、8 月になっても細々とした程度の成長であった。 

・ ホザキノフサモは冬に残っていた株が完全に根付いた。トリゲモの仲間は希少種であり、野外（県内

であるが、場所は記載しない）で見つけたものをためしに 1 株だけ入れておいた。冬場に姿を消した

が、種子を残したようで世代交代で生えてきた。一方、シャジクモも希少種であるが、これを入れた

覚えはなく、おそらくコナギを植え込んだ時に、根に付着した土に種子が紛れ込んでいたのだろう。

近隣の田んぼでは、これほど繁茂した状態の株はほとんど見かけたことがなかった。水槽では農薬を

使用していないので、発芽・繁茂したのかもしれない。田んぼでは、土の中で種子が生き残っていて、

無農薬の環境にさらすと、このように希少植物が出現することがあるのかもしれない。今回の水槽は、

農薬が使用されていない田んぼの環境に近く、シャジクモが繁茂したり、トリゲモの仲間が世代交代

したことからも希少な植物の保護に有効になる可能性があると思う。 

・ ホザキノフサモやシャジクモは繁茂している。底に土を入れると栄養分のため藻が出る可能性が 

高いが、水生植物にとっては生育に有利に働くことがありそうだ。 

 

以上 
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テーマ 2. 改良型ソーラーろ過水槽を用いた希少生物飼育の試み      

Ⅰ. 動機 

 前回の実験において、田んぼの生態系を再現したソーラーろ過水槽を作成し、このろ過装置が、屋外で

安定して稼働することがわかった。水生生物を飼育する時にろ過できることは、その長期飼育に有効で

あり、ソーラーろ過水槽を希少生物の飼育にも応用できるのでは、と考えた。 

しかし、ろ過槽の容量が 1.5L 未満であったため、ろ過層の容量を増やせば、水質はまだ改善の余地が

あった。また、活性炭を使用すると、定期的に交換する必要があるため、交換が面倒くさい上、コストが

かかるし、廃棄物を出すことになり環境にも影響を与える。 

 そこで今回は、ろ過容量が大きい（前実験の約 6 倍）改良型ソーラーろ過水槽を作成し、希少生物 

（カワニナとコオイムシ）を対象として長期飼育を試みた。その結果、水質が前回の実験よりもさらに 

改善され、これらの生物を長期飼育することができたので、以下詳細を記載する。 

 

Ⅱ. 目的 

（１） ろ過容量が大きい水槽を作成すること。（作成にあたっては、過去に金魚を飼育していたときの資

材を有効利用し、それ以外の資材もなるべくお金をかけず、身の回りの物をできるだけ利用する

ことにした） 

（２）この改良型水槽を用いて、希少生物（カワニナとコオイムシ）の長期飼育を試みること。 

（３）生物と水の状態とをモニタリングすること。 

（４）ソーラー発電に大きな影響がある梅雨の時期でも安定して稼働することを確かめること。 

 

Ⅲ. 原理 

（１） 改良型ソーラーろ過水槽 

・ソーラー発電システムは、前回のものをそのまま利用することとした。 

・ろ過槽は使い古しのプラスチック容器で容量が５L 以上あるものを使い、内部にリングろ材（リング状

のセラミックで、ろ過に有効な微生物が定着しやすいといわれている。）の層をつくり、層の下側から飼

育水を上に向かって通過させることとした。通過したきれいな水は、ろ過水槽からあふれて、飼育水槽に

戻る原理である。また、前回の実験でホザキノフサモ（植物）の浄化能力が高かったので、ろ過槽に入れ

ておいた（機械的でなく、生物的ろ過装置ともいえる）。 

・観賞用ではなく、長期飼育が目的であったので、自然ぽさなど、見た目は気にしないこととした。 

なので、底には土ではなく、砂利を敷き、コナギなどの植物は植えこまないこととした。ただし、ろ過 

能力を期待して、飼育水槽側にもホザキノフサモだけは入れておいた。 
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（２）水槽に入れる生物 

・コオイムシ 

 神奈川県ではレッドデータブックで絶滅危惧種 IB となり、個体数が少ないといわれている。とても 

遠い場所であるが（保護の観点から場所はあえて記載しない）、自然度が高く、この種を見かけたこと 

がある水田地帯を知っていた。エサはユスリカの幼虫やサカマキガイ（外来種で、田んぼでよく見かけ 

る）が使用できるとのことであったので用意しやすく、またコオイムシはサナギにならないので陸地が

必要なく、手間がかからなそうだったため、この種を選んだ。 

・カワニナ 

 カワニナはホタルの幼虫が食べるので、カワニナが飼育できれば、ホタル養殖につながる可能性が 

 あるため、この種も同時に飼育することにした。 

 

（３）水槽のモニタリング 

・長期間にわたって、生物と水質をモニタリングする。特に藻の発生には気を配り、状況を見ながら 

 ろ過材の量やろ過時間を調整する。 

・長期間、生物が生存し、あるいは成長し続け、水の透明度が比較的高く維持できれば、本システムは良

好に稼働していると評価することとした。 

 

（４）ろ過装置の稼働安定性 

・前回の実験で 3 時間程度であれば、曇りの日が多くてもバッテリー切れがないだろうと推定したが、

一日 4 時間の運転で、梅雨の時期でも安定して稼働することを確かめることにした。 

 

＜実験１．改良型ソーラーろ過水槽の事前テスト 1＞（2020 年 4 月上旬） 

IV－1．方法 

・最初は、次ページの図―1 のように、1m 四方くらいの大きなプラスチック容器を水槽として、その上

に大きなろ過槽をのせる構想を立てていた。ポンプで吸い上げた飼育水をホースでろ過タンクの底部

に供給し、リングろ材の層を通って上に吹き上げ、ろ過された水があふれてプラスチック容器に戻る 

仕組みである。ろ過槽を飼育水槽の水位より高い位置に設置したのは、あふれた水が落下したときに、

飼育水中に酸素が取り込まれることを期待したためである。また、蓋はなく、完全な開放型になって 

いる。 

・このような広めのスペースで実験したかったが、諸事情により、前回実験と同じスペースとなり、蚊が

発生しないようにすることも考慮し、容量が大きいろ過槽を持つが、もっとコンパクトで、フタ付きの

ものを考えなければならなかった。 
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・いろいろと考えた結果、前回実験と同じサイズの飼育水槽の中に、少し小さなサイズのプラス 

チック水槽を入れ込んだ図－2 のような方法を考えた。そこで、きちんと稼働するか確かめるために、

模型にて事前テストを行った。 
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V－1．結果  

・ソーラー蓄電システムと接続してポンプを運転した結果、予定していた通りに水が流れた。 

・ところが、ポンプを停止後、ろ過槽からすぐに水が減り始め、5 分後にはほとんど空になってしまった。 

 昼間に蓄電してから夜間に 4 時間ろ過装置を運転するが、その後停止する。ろ過槽が空になると、 

 ろ材のバクテリアや水草が死滅しまうことを意味していた。 

 

写真―１．テスト（運転時）              写真―2．テスト（停止時） 

 

 

                        空っぽになってしまった。 

Ⅵ－1．考察 

・調べた結果、空になった原因は、サイフォンの原理であることがわかった。給水ホースの水出口がろ過 

 槽の底にあり、飼育水槽の水面がその下になるためである。ホースの水出口がこの位置にあると、この 

現象が起きてしまうが、リングろ材層の下から水を通すためには必須である。 

・この仕組みは使用できないと判断した。停止時にろ過槽に水が留まる仕組みを考えなければならなか

った。 

 

＜実験 2．改良型ソーラーろ過水槽の事前テスト 2＞（2020 年 4 月上旬から 4 月下旬） 

Ⅳ－2．方法 

・いろいろと考えた結果、次ページ図－3 のような方法を考えた。この方法のポイントは、第一ろ過槽 

をつくりリングろ材層の下からの水の流れを確保しつつ、給水ホースの水出口をろ過槽の上部にもっ 

てきて、ポンプ停止時のサイフォンを切ることである。 
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・第一ろ過槽は、500ｍL の PET ボトルで作成した。せっかくなので、この中にもリングろ材を入れて 

 おいた。また、底部からまんべんなく水が噴き出すように、PET ボトルの底部周囲全体に、キリで 

 穴を開けた。水の出が遅いとボトルの口から溢れてろ過の意味がないので、穴の数はテスト時の水の 

 出方や溜まり具合を見て、増やしていった。 

 

写真―3．第一ろ過槽            写真―4．水の出方を確認 

矢印はキリ穴（底部周囲全体）        放射上に底部から噴き出している様子 
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・第二ろ過槽（プラスチック容器）の中央に第一ろ過槽の PET ボトルを置き、写真―5 のように、その周

りをろ材で埋めて層をつくった。そして第一ろ過槽に給水ホースをつっこんだが、差し込み過ぎないこ

とがポイントである。 

 

V－2．結果  

・ソーラー蓄電システムと接続してポンプを運転した結果、予定していた通りに水が流れた。 

・停止後、第二ろ過槽の水は満水のまま保たれた。停止時に第一ろ過槽内の水位が下がり、給水ホース 

出口が空気中に出た。これによりサイフォンをうまく切ることができた。 

 

写真―5．テスト（運転時）         

第一ろ過槽      給水ホース出口の位置    第二ろ過槽 

 

 

Ⅵ－2．考察 

・この方法により、運転時や停止時を問わず、ろ過槽の水位が維持できるようになった。 

・この方法で、実際の飼育水槽を作成することにした。 
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＜実験 3．改良型ソーラーろ過水槽の作成＞（2020 年 4 月 30 日） 

Ⅳ－3．方法 

・次のものを準備した。以前金魚を飼育していたときの残りを利用するなど、新しく購入したものは 

なかった。 

① リングろ材（セラミック） 約 2 ㎏ 

② 砂利（大磯砂） 約 1.6 ㎏ 

③ 流木      2本 

④ 第一ろ過槽   500mLの PETボトル 1本 

⑤ 第二ろ過槽   プラスチック水槽（横 28㎝×縦 17㎝×高さ 16cm、約 8L） 

⑥ 飼育水槽    プラスチック水槽（横 40㎝×縦 30㎝×高さ 30cm、約 40L） 

⑦ 植木鉢     プラスチック製、ろ過槽の支え 

・飼育水槽に砂利を敷き、植木鉢を台として設置し、その上にろ過槽をのせた。ポンプを含むソーラー 

 システムは前回実験のままの状態で使用した。ろ過能力補助や生物の足場としてホザキノフサモを 

入れた。また、蚊などの侵入を防止するために空気を通す溝がついたフタを取り付けた。 

 

写真―6．改良型ソーラーろ過水槽            写真―7．ろ過槽 

（飼育水槽フタはあるが、内部撮影のため外した） 
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飼育水槽 運転停止後水位キープ 

テスト運転中 テスト運転中 



 

V－3．結果  

・ソーラー蓄電システムと接続してポンプを運転した結果、予定していた通りに水が流れた。ろ過槽から

溢れた水が飼育水槽の水に音を立てて落下していたので、酸素の取り込みが期待できた。4 時間の連続

運転をした結果、安定的に稼働した。 

・事前テストと同様、停止後、第二ろ過槽の水は満水のまま保たれた。停止時に第一ろ過槽内の水位が 

下がり、給水ホース出口が空気中に出た。これによりサイフォンをうまく切ることができた。 

 

Ⅵ－3．考察 

・改良型ソーラーろ過水槽が完成し、3 週間程度運転してアオミドロの発生がなく、水がきれいに維持さ

れていたため、水質が安定したと判断し、希少生物の飼育を開始することとした。 

 

＜実験 4．改良型ソーラーろ過水槽でのカワニナ飼育＞（2020 年 5 月 24 日～2020 年 8 月） 

Ⅳ－4．方法 

・近隣の用水路（といっても、どこにでもいるわけではない）にて、カワニナを 3 匹採取した。 

・エサはキャベツとメダカのエサを少量、1 週間に 1 回与えた。 

V－4．結果  

・入れてから約 2 ヵ月半後においても 3 匹中、2 匹が生存していた。 

写真―8．カワニナ 

 

 

Ⅵ－4．考察 

・カワニナを長期間維持することができた。ゲンジボタルの幼虫はカワニナを食べるので、多数をこの 

方法で長期的に飼育することができれば、ホタル養殖にも使用できるかもしれない。 
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フタがあれば生きている。 活動している様子 



 

＜実験 5．改良型ソーラーろ過水槽でのコオイムシ飼育＞（2020 年 6 月 14 日～2020 年 8 月） 

Ⅳ－5．方法 

・コオイムシをまず採取しなければならなかったが、近隣では採取できないため、かなり遠い場所であ

ったが、自然度が高く、以前この種を見かけたことがある水田地帯に行き（6 月 14 日）、採取を 

試みた。生まれてからそれほど日数が経過していないと思われる約 5 ㎜程度の個体（幼体）を 1 匹 

採取することができた。 

・文献によると、エサはアカムシ（ユスリカの幼虫）やサカマキガイ（外来種で、田んぼでよく見かけ 

る）が使用できるとのことであったので、実際に確かめてみた。記載どおり、捕食した。写真―8 は 

アカムシを捕食している写真である。サカマキガイは、前回実験の水槽に多数発生していたため、 

週に４～５匹与えた。 

写真―8.               コオイムシ（幼体：体長約 5 ㎜）

 

 

V－5．結果  

・改良型ソーラーろ過水槽のコオイムシは、順調に成長し、入れてから約 1 ヵ月後に成虫（体長約 2 ㎝）

になった（写真―9）。時折、抜け殻が残っていたが、何度か脱皮したようだ。 

・7 月 25 日に、たまたま採取地近くに行く予定があったので、ついでに成虫を採取場所に戻した。 

 また、新たにコオイムシ幼体（3 ㎜くらい）を 1 匹採取し、引き続きこの水槽に入れた。再現できるか

（同じように成長させることができるか）確認するためであった。8 月現在、順調に成長中。 

・ろ過槽や飼育水槽は、時間経過に伴い藻などが生えることはほとんどなく、透明度がとても高く 

 維持され続けた（写真―10）。 

・ホザキノフサモの生育状況は、現在観察中の前回実験の水槽に比べてやや、まばらであった。 

・蚊は完全に抑制できた。フタの効果もあるが、ボウフラをコオイムシが捕食したのだろう。 

・ソーラーシステムについては、毎日 4 時間の稼働であったが、日照時間が少ない梅雨の間でもバッテ

リーは問題なく性能を維持し続けた。 
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アカムシを捕食中 



 

写真―9．コオイムシ（成虫：体長約 2 ㎝） 
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飼育水槽の水はとてもクリアで、 

ポンプ吸水スポンジもきれいなまま。 

クリア 

別容器に移して撮影 



 

写真―10 . タンクの状況（8 月の状況：立ち上げから約 3.5 か月経過） 
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ろ過槽内の水はとてもクリアであった。 

飼育水槽内の水もとてもクリアであった。 

飼育水槽（フタ付きの状態） 

2 匹目のコオイムシ（順調に成長中） 

 

ろ過槽内（上から撮影） 



 

Ⅵ－5．考察 

・コオイムシは 1 匹を幼体から成虫にすることができ、もう 1 匹も順調に成長中である。 

・飼育水槽の水質は、見た目ではあるが、水が長期間安定してとてもクリアに保たれていた。 

 このことが 2 匹（2 例）とも順調に成長したことの要因になっていると考える。 

・ろ過槽や飼育水槽の水は、時間経過に伴い藻などが生えることはほとんどなく、グリーンウォーターの

発生もなく、透明度がとても高く維持され続けた。これは、容量アップやリングろ材の使用、ホザキノ

フサモの使用など総合的な要因によりろ過能力が向上したからであると考える。前回実験の水槽は、 

現在、ろ過システムがない状態で観察しているが、ホザキノフサモにより透明度はあるものの、アオミ

ドロが発生して壁や植物に付着している。それと比較すると、改良型ソーラーろ過水槽は圧倒的に藻が

少なく、アオミドロなどは全く見られなかった。ホザキノフサモの生育もやや、まばらであった。 

これらは、ろ過能力アップにより水槽内の養分が少ないことによるのかもしれない。また、途中で部品

や資材の交換などのメンテナンスが全くなく、まさに手間いらずの水槽であった。 

・今回はソーラーろ過水槽により、幼体から成虫にすることができた。コオイムシを幼体のうちに保護 

し、このような水槽で多くの場所で育成し、元の場所に戻すというサイクルを繰り返すことにより 

 種の保護に貢献できるのではと考える。 

・ソーラーシステムについては、毎日 4 時間の稼働であったが、日照時間が少ない梅雨の間、問題なく 

性能を維持し続けた。システム全体として、とても安定していることがわかった。 

 

Ⅶ．結論 

・改良型ろ過水槽でカワニナとコオイムシなどの希少生物を長期間にわたって飼育することができた。 

・前回の実験と比較して、アオミドロなどの藻が長期間ほとんど生えないこととグリーンウォーター 

が発生せず、水の透明度がより高いことから、改良型ろ過水槽により水質が大幅に向上した。 

 

Ⅷ. 今後の課題 

ろ過時間を延長することにより、水中の酸素量や水質がさらに向上することが期待できるかもしれな

い。より大型のソーラーパネル（例えば 100W）やバッテリーを用いることにより、毎日 12 時間程度の

運転が可能になると思う。 

 

Ⅸ. 感想 

 今回の研究では、特にソーラーシステムについては前回の実験でわかったことを有効に活用すること

ができたと思う。また、ろ過槽の水が減ってしまうことの対策はなかなか難しかったが、いろいろ思考す

ることにより、解決できてよかったと思う。改良型ソーラーろ過水槽は、コオイムシなどの希少生物の保

護に貢献できる方法の一つになりうるものと思う。少し複雑な水槽であるが、期待していた結果が出て 

とても良かった。 
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