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１ はじめに 

環境問題は 21 世紀に解決すべき地球規模の危機的課題とされており、次世代の人材育成におい

ても環境問題に関する教育は、重要項目の一つである。事実、SDGs(持続可能な開発目標)が国連サ

ミットで採択され、2030年までの国際目標とされている。しかし、昨今の子どもたちを取り巻く受

験環境では、進学のための勉強に偏りがちとなり、自然と触れ合う体験が少ないことや、理科及び

環境教育で重要な実験授業やフィールドワーク活動が困難であることも事実として存在している。 

本校科学探究部は、2017年 10月から京都産業大学生命科学部先端生命科学科高橋純一准教授と

共同研究(高大接続)を行い、環境 DNA 分析を利用して四季の淀川に生息するイタセンパラ等の希

少種の生物相(魚種)を調査するため、これまで『環境調査活動(網羅的調査)』を行ってきた。 

また、この研究活動を通じて希少種の保護活動を目的として、採水時にその採水域周辺のゴミ回

収・清掃といった『環境保全活動』や、市民への啓発といった『環境教育活動』にも積極的に取組

みながら、客観的な外部評価を得るために発表会(大阪府学生科学賞等)にも参加し、高校生らしい

研究活動を行ってきた。当時、大阪府下の学校教育機関での環境 DNA 分析を利用した研究活動の前

例はなく、2018 年第 1 回、2020 年第 3 回環境 DNA 学会で科学探究部がポスター発表した際、SSH

指定校ではない学力中間層の本校におけるクラブ活動を通じた教育・研究実践が「高校生らしい活

動」として評価していただいた。この実績は、文部科学省の「高大接続改革」や経済産業省が開発・

実証を進めている「未来の教室」にも関連し、生徒たちにワクワク感を抱かせる「学びの実体験」

を提供できた。 

２ 研究目的 

このような背景がある中、富山大学学術研究部理学系山崎裕治准教授 1)から富山県氷見市の生物

相(魚種)調査について、共同研究を提案いただいた。富山県氷見市で環境 DNA 分析を利用した生物

相(魚種)の網羅的調査はこれまで行われておらず、特に、イタセンパラ(タナゴ類)は、富山県 2)及

び環境省 3)のレッドリストで絶滅危惧種に指定されている。 

本研究では、これまで調査してきた淀川と同じイタセンパラが生息する富山県氷見市の仏生寺

川・万尾川水系河川において、生徒たちの主体的なフィールドワーク活動で生物相(魚種)を網羅的

 



 

 

調査し、淀川と氷見市の河川を比較することで、生物相と環境との関係について理解を深めながら、

環境保全計画を立案することを目的とする。また、イタセンパラ等の生息状況の把握を通して生徒

たちが立案した環境保全計画を環境教育に繋げ、これらの「学びの実体験」をアウトプットするた

めに外部発表を経験させることも併せて目的とする。 

３ 「高大接続改革」及び「未来の教室」を活用した教育支援のねらい 

①生徒たちが立案した環境保全計画や活動実践を、理科教育の現場や市民向けのイベントで情報発

信することで、多くの生徒や市民が身近な自然科学により興味関心を抱き、将来の進学目的や環

境への意識等の芽生えに繋げたい。 

②ワクワク感を抱かせる「学びの実体験」を提供することで、学問としての理科の重要性を生徒や

教員が再認識するきっかけに繋げたい。 

③これらの実体験を客観的に評価いただくためにも、積極的に外部発表に取組み、今後社会で求め

られる「生きる力・タフな人間力を育む」ことを狙いながら、生徒たちの成長育成に繋げたい。 

４ 研究計画 
＜環境 DNA調査にかかる調べ学習＞ 2020年 1 月～2 月 

富山県氷見市の生物相を図書館やインターネット等から調べ学習した。 

＜富山大学理学部・氷見市連携研究室(ひみラボ)での生物相調査＞ 2020 年 3 月及び 9 月 

ひみラボを拠点に 2泊 3日の研究合宿を実施し、採水域の目視による生物相調査活動及び採水域

の河川水から DNA 採取及び DNA 抽出等を予定していたが、COVID-19 による影響で 9 月に延期する

ことにした。 

7 月に COVID-19収束の兆しが見えたが、その後、再び COVID-19が蔓延し始めたため、安全面・

健康面を考慮し 2021年 3月以降に延期することにした。 

＜DNA 採取及び DNA 抽出・DNA分析＞ 2020年 3 月～10月 

富山大学山崎准教授に採水地点の河川水(3月、5 月、6 月、9 月及び 10月)を採水していただき、

その河川水から DNA採取及び DNA抽出を行った。その後、DNA 抽出したサンプルを株式会社生物技

研 4)(以下、生物技研とする)に冷蔵便で発送し、*DNA分析・**DNA解析を委託した。(*生物技研が実

施。**得られた結果及びその結果から判断されることで、生物技研も行い、科学探究部も実施。) 

なお、5 月分は、本校が COVID-19 による影響で休校措置(4 月 8 日～5 月 31 日まで)により活動

自粛になったため、富山大学山崎准教授のもとで河川水から DNA 採取及び DNA 抽出したサンプルを

直接、生物技研に冷蔵便で発送し、DNA分析・DNA解析を委託した。 

＜DNA 解析＞ 2020 年 6 月～2021 年 2 月 

生物技研の DNA 分析から得られた DNA 塩基配列を NCBI5)、MitoFish6)等の公共 DNA データベース

で魚種の同定及び生息数を解析しながら、その同定した魚種の生息有無を富山県レッドリスト、氷

見市で確認されている淡水魚類リスト(ひみラボ)7)と照合させた。 

５ 実験方法 
以下の実験方法は、環境 DNA 学会(環境 DNA 技術標準化委員会)が作成した標準版「環境 DNA 調

査・実験マニュアル 8)」の手順に沿って行ったため、詳細な手順は省略する。 

５―１ 環境 DNA 
自然環境(海・河川等)中に生息する魚や鳥を始めとする生物の DNAが、目には見えない状態で自

然環境中に存在する。これを環境 DNA という。そのため、河川水を次世代シーケンサー(遺伝子の

塩基配列を高速に読み込む装置)等を用いて分析することで、河川に生息する生物の種類や割合を



 

 

迅速かつ定量的に測定することができる。捕獲調査が困難な環境においても、わずか 1 L の採水で

採水域周辺に生息する生物の把握や生態系の評価を可能とする画期的な手法である。 

５―２ 採水 
富山大学山崎准教授に採水地点の選定 9) (図１)及び採水(3月、

5 月、6 月、9月及び 10月)をお願いした。各河川を仏生寺川①、仏

生寺川②、万尾川①、万尾川②とする。 

河川ごとに河川水を 1 L採水し、5 月分を除いてその河川水を冷

蔵便で本校に発送していただいた。このとき、DNA の分解を抑制す

るため 10%塩化ベンザルコニウム水溶液(オスバン)を 1 L に対して

1 mL 添加した。 

  

５―３ DNA採取・DNA抽出 
「環境 DNA調査・実験マニュアル」に従って、ガラスろ紙 1枚とアスピレーターを用いて、各河

川水 1 L を吸引ろ過し、DNA採取した後、DNeasy Blood & Tissue Kit(QIAGEN)を用いて、DNA抽出

を行った。 

５―４ DNA分析・DNA 解析 

DNA抽出したサンプルを生物技研に冷蔵便で発送し、DNA分

析・DNA 解析を委託後、約１か月程度で DNA 解析結果が届い

た。なお、環境 DNA 分析は、MiFish プライマー 10)(対象領

域 12SrRNA(12S リボソーム RNA 遺伝子))が用いられている。 

DNA 解析結果には、魚種ごとの DNA 塩基配列だけでなく、

検出遺伝子のリード数(塩基配列の単位)や魚種の塩基配列一

致率、魚種の同定結果等も含まれているが、生徒たちにはそ

の結果を見せずに、DNA 解析結果が「100%正しいとは限らな

い」というクリティカルシンキングを身に付けさせる目的で、

魚種ごとの DNA 塩基配列を NCBI、MitoFish 等の公共 DNA デ

ータベースで魚種の同定及び生息数の割合(検出遺伝子数は、DNA 分析で得られたその魚種の塩基

配列のリード数を河川ごとに割合換算)を解析(図２)させた。 

その後、同定した魚種が各河川に生息しているかどうかを富山県レッドリスト、氷見市で確認さ

れている淡水魚類リスト(ひみラボ)と照合させたものが図３である。 

６ 考察 
生物技研の DNA解析結果(図３)は、イタセンパ

ラ単独の DNA を検出することができたが、種との

配列一致率 100%ではなかった。 

また、レッドリストに掲載されているクロヨシ

ノボリ、ニッポンバラタナゴ、キタノメダカ、ジ

ュズカケハゼや、外来種であるタイリクバラタナ

ゴ等、様々な魚種の DNA が検出されたが、今回の

DNA 解析結果から、いくつかの課題が浮き上がっ

た。 

 

 

図３ DNA 解析結果 

(３、５、６、９、１０月分) 

 

図２ DNA 解析の様子 

 

図１ 採水地点 



 

 

＜課題＞ 

(ⅰ)各河川で同種(種との配列一致率が同じ)と思われるものが、別種として DNA 塩基配列が得られ

た。これまで淀川水系河川での調査では、このような結果はでなかった。 

(ⅱ)ニッポンバラタナゴは、富山県氷見市では生息確認がされておらず、この理由について環境 DNA

だけでは確かな説明ができない。 

(ⅲ)種との配列一致率 100%にも関わらず種の特定困難なものが出てきた。その理由は、ジュズカケ

ハゼとシンジコハゼの 12SrRNA の塩基配列が完全一致することが判明し、ジュズカケハゼとシ

ンジコハゼともに氷見市に生息すると言われているので、環境 DNA だけではこれらの見分け方

は困難であることが分かった。 

(ⅳ)クロヨシノボリが、希少種ながら幅広く生息することが推測できた。 

以上の課題は、コイ科(ウグイ、オイカワ、タモロコ、モツゴ、ニッポンバラタナゴ、タイリクバ

ラタナゴ、イタセンパラ等)、ハゼ科(クロヨシノボリ、ジュズカケハゼ、シンジコハゼ等)は交雑

しやすいと言われているため、本来の塩基配列が生息環境により長い年月をかけて変異した可能性

がある。 

特に、種との配列一致率 100%以外の種は、環境 DNA 分析で用いる MiFish プライマーが、

種によっては判定に注意をする必要があると注意喚起 11)されている。 

従って、MiFish プライマーによる識別に注意を要する淡水魚類リストを参考にしな

がら、これらの課題を引続き精査していきたい。 

７ 今後の展望 
本来であればひみラボを拠点に 2泊 3日の研究合宿から、採水域の目視による生物相調査と環境

DNAの解析結果を比較することで、より明確に生物相を把握することができたが、COVID-19 による

影響でこのような報告内容になったことは大変残念である。 

今後は、富山県氷見市の河川に生息するタナゴ類等の魚種が春頃(3月から 5月)から孵化し始め

るので、定期的な環境 DNA分析を利用した生物相調査を引続き行いながら、COVID-19の収束状況を

見計らって、ひみラボでの研究合宿を実現させたい。 
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