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１ 序論 

日本にはもともと２０種類程度のタンポポ属植物（以下は在来タンポポ）が自生しているとされ

ている. 岐阜県にはカントウタンポポ系統（カントウタンポポ・トウカイタンポポ・シナノタンポ

ポ・セイタカタンポポ）やカンサイタンポポ系統が分布している. しかし, 明治時代以降にヨーロ

ッパ原産のセイヨウタンポポとアカミタンポポが侵入し, 各地に定着している. この２種（以下は

外来タンポポ）は現在, 全国的に広がっているものの, 特に都市部に広く分布する傾向がある. な

お, セイヨウタンポポは環境省指定要注意外来生物に指定され, 日本の侵略的外来種ワースト１０

０にも選定されている. また, 外来タンポポは繁殖力が強いため, 従来は在来タンポポの生育域に

侵入し, 在来タンポポを駆逐すると考えられてきた. しかし, 現在その考え方は主流ではない. 外

来タンポポはもともと不完全な花粉しか作らないとされてきたが, 実際は低頻度であるものの, 受

精能を持つ花粉ができることがある. そのため, 在来タンポポとの雑種が発生してしまう. これに

よって, 純系個体が減少すること（遺伝子汚染）や, 日本の環境に適応的な在来タンポポの特性を

取り込み, 生育場所を奪うこと（遺伝的強奪）が発生している. さらに外来タンポポの影響で, 在来

種が繁殖しにくくなる現象（繁殖干渉）が起こっているという報告もある. 2015 年 9 月の国連サミ

ットおいて, SDGs ( Sustainable Development Goals；持続可能な開発目標 ) 採択され, 国連加盟 193

か国が 2016 年から 2030 年の 15 年間で達成するために１７の目標を掲げた. このゴールの中で, 

我々が最も意識しているのは, 「15 陸域生態系の保護, 回復, 持続可能な利用の推進, 持続可能な

森林の経営, 砂漠化への対処, ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する」

である. さらに細かく決められたターゲットで示すと, 「15.8 2020 年までに, 外来種の侵入を防止

するとともに, これらの種による陸域・海洋生態系への影響を大幅に減少させるための対策を導入

し, さらに優先種の駆除または根絶を行う. 」となる. このターゲットを実現させるために, 我々は

岐阜県西濃地区において, 在来タンポポ及び外来タンポポの生育状況を正確に把握することを目

指した. また, タンポポの採集および形態的観察を通して, 科学（外来生物に関する問題）に興味・

関心を持ち, 探究的な視点を早期から育成するために高校と小中学校とが協力して解析すること

を計画していた. 今年度は現地での採集・形態的解析・タンポポの分布マップの作成方法などの指

導を高校生が行い, 小中学校と本格的に協力する計画を進めていたが, 新型コロナウイルス感染症

の拡大に伴う臨時休校期間がタンポポの開花期と重なり, さらに他校との協同が制限されたため, 

大変残念だったが, 共同実施がほとんど行えなかった. そこで, 本校独自に岐阜県に特徴的な「輪

中」に着目して輪中内に生育している在来タンポポ及び外来タンポポについて形態学・分子生物学

的に解析を行った.  



 

 

２ 今年度行った内容 

２－１ 輪中堤防と輪中内部の現地調査 

岐阜県には木曽川・長良川・揖斐川などの大型河

川があり, 西濃地区はその下流部に位置している. 

過去にはその三川が大小さまざまな支川で結びつ

き, 縦横無尽に流れていたため, 下流域は数々の島

が浮かぶ様相であった. これにより, 水害が頻発す

る地帯であったため, 地域を一周すべて堤防で囲

った「輪中」と呼ばれる水防共同体を形成し, 対策

を行ってきた. 本校の生徒は, 今年度タンポポの調

査を行うにあたって, 「輪中堤防」が外来タンポポ

の侵入を防ぐ役割を担っているのではないかとい

う仮説を立てて研究を行った. そこで, 本校付近にある十六輪中において, 輪中堤防の状態・輪中

堤防の高低・輪中内部の土地活用・輪中堤防の切れ目について現地調査した. 国土地理院の地図

とスマホアプリの地図を併用し, 位置情報を記録しながら現地調査を行った. また, その記録し

た写真やデータ等をまとめてクラスメイトに発表を行った. これにより, フィールドワークにお

ける基本的な能力を養成し, プレゼンテーション能力を養成することができた.  

その結果, 堤防はコンクリートで固められた箇所や, 土を盛っただけで微高地になっている箇

所などの差異があることが分かった. また, 輪中内部にはかつて内部への取水口があった神社付

近を中心に宅地開発されており, その他は水田を中心とした農地であった. もともと十六輪中は

周囲一帯を輪中堤防で囲んだ輪中であったが, 現在は東海道新幹線および県道を通すために堤防

が切られた場所があった.  

２－２ 輪中に生育するタンポポの形態的解析 

一般的にタンポポは総苞外片の反り返り程度と

花粉の形態から在来タンポポ・外来タンポポ（雑種

を含む）の識別が可能である. そこで十六輪中のさ

まざまな地点において, 採集されたタンポポにつ

いて, 総苞外片の反り返り具合を記録し, 花粉の形

態に関して顕微鏡を用いて観察し記録することで, 

十六輪中の「タンポポマップ」を作成した. 生徒が

一番苦労したのは顕微鏡観察であった.  

高倍率での観察では光量・ピントを精密に操作する

必要があり, さらに今回はタブレットを用いてそ

の像を撮影した. そのため, より良い観察方法を発

見するために, ２人１組で話し合い, 模索しながら観察を行った.  

 その結果, あぜ道から採集されたタンポポであっても, 県道や新幹線の高架付近のタンポポは

外来種の特徴を示す個体が多かった. また, 神社付近および道路から離れた農地では在来タンポ

ポ（カントウタンポポ系統）が多く分布していた.  

２－３ 輪中に生育するタンポポの分子生物学的解析 

総苞外片の反り返り程度と花粉の形態観察のみでは, 外来タンポポと雑種タンポポの区別を行

うことは困難である. そのため, 採集されたタンポポについて, ①葉から DNA を抽出 ②PCR 法

を用いて特定部位を増幅 ③制限酵素処理 ④アガロースゲル電気泳動・バンド観察を行った. 高

等学校で学ぶ「生物」においてバイオテクノロジーを学ぶ分野があるが, この一連の操作はその



 

 

基本的な解析方法であるため, 教科書および図説にお

いて実験手法が紹介されている. 知識としては持って

いるが, 実際に解析を行うと, マイクロピペットを用

いた微量な操作や手順通りに操作を行ってもなかな

か PCR 産物を得られないなどさまざまな壁に当たっ

た. 中でも PCR 産物を得られない問題が一番困難で

あった. 最終的に PCR 反応におけるアニーリングの

温度設定に問題があったということが判明し, 解決で

きたが, それを突き止めるまでには, DNA 抽出が遅く

分解されてしまった・試薬の入れ忘れを絶対になくす

ことのできる確認表はどうやって作成すればよいかなど先輩から引き継いだプロトコルを改良

するために工夫を重ねた. アニーリング温度を自動で計算するソフトを用いて算出した温度で増

幅できなかったため, 0.5℃ずつ温度を変化させて PCR反応を行ってみたところ, 欲しかった PCR

産物が得られたときに生徒は「教科書に書いてあって当たり前にできると思っていた実験であっ

ても, 実際に自分達で再現するためにはこんなに難しいと始めて実感した」, 「仲間と試行錯誤し

た結果, 実験に成功できて本当に嬉しい」と語っており, 探究的な学習の面白さに触れさせるこ

とができたと感じた.  

解析の結果, 形態的に外来種の特徴を持つ個体のほとんどは, 在来タンポポおよび外来タンポ

ポの遺伝情報を示したため, 雑種タンポポであると判断した. しかし, 在来種の遺伝情報を確認

できない個体もあったため, これは真の外来タンポポであると判断した. また, 電気泳動した結

果を観察すると PCR 産物のバンドの濃淡には濃淡があったため, 雑種タンポポの DNA 量には差

がある可能性が示唆された.  

２－４ Web 会議システムを用いたオンライン実験指導 

今年度は分子生物学的解析の方法を協同研究校で

交流しながら指導を行う予定であったが, 新型コロ

ナウイルス感染症の拡大に伴って行えなかった. し

かし, 岐阜県では今年度 Web 会議システムを各校に

導入したため, 高校間をオンラインで繋ぎ, 形態観

察方法や分子生物学的な解析の方法に関する実験指

導を行った. 実験の試薬や器具など, 使用している

機材を揃えれば, 操作手順を一緒に行いながら実験

技能を習得できるため, 非常に有効な手段だと感じ

ている. また, 双方向でやりとりができるため, 分

からない点をすぐに確認ができ, 課題を解消しなが

ら実験ができる. 今年度は試験的に二校間での接続を行ったが, 今後は協同実験校をさらに増や

していくことを計画しているため, 同時に多地点を接続して, 実験指導に加えて定期的なディス

カッションやプレゼンテーションを行うことが非常に有効だと考えている.  

２－５ 学会での発表 

今年度の成果はポスターにまとめて発表を行う予定であったが, 新型コロナウイルス感染症の

拡大にともなって, さまざまな発表会が中止となってしまった. 令和２年度成果発表会では動画

形式での発表をさせていただいた. 聴衆を目の前にして対話形式で発表できないため, どのよう

なスライドを作るとわかりやすいか, 話すテンポはどうしたらよいかなどの工夫ができた. また, 

日本森林学会が主催する高校生ポスター発表にポスターを提出した. この発表もポスターをアッ

プロードするのみであったため, 見やすく, わかりやすいポスターを作成するために, 生徒同士

で意見を出し合い工夫することができた.  



 

 

３ 結論と今後の展望 

十六輪中において採集したタンポポの中で, 外来

種の特徴を示す個体は幹線道路や新幹線の高架付近

において生育していた. すなわち, 輪中堤防は外来種

の侵入において抑制的な役割を担っていると考えら

れるが, 切り通しによってその効果が薄れる可能性

がある. また, 外来タンポポが侵入する一番の原因は

人為的なものである可能性が高い. しかし, 輪中堤防

内にはもともと在来タンポポが多く生育しており, 

特に保護管理されてきた神社付近ではほぼすべての

タンポポが在来タンポポであった(Fig. 1).  

十六輪中には在来タンポポおよび外来タンポポの

形態を示すタンポポが複数種生育していた. 在来タ

ンポポの花粉は均一であるが, 外来タンポポの花粉は

大きさに差があり, 花粉を形成していない個体も生育

していた(Fig. 2). 在来タンポポについては総苞長, 総

苞・総苞外片比, 角状突起の有無で種を大まかに判別

したが, セイタカタンポポ, カンサイタンポポ, カン

トウタンポポが混在して生育している.  

採集したタンポポの核ゲノム解析を行った結果, 白

矢頭は在来タンポポ由来の情報の PCR 産物であるが, 

この位置にバンドを検出できるものがほとんどであ

った. 黒矢頭は外来タンポポ由来の PCR 産物である

が, 形態的に外来タンポポの特徴を持つ個体のうち, 

在来タンポポのゲノム情報をもつ個体もいたため, 交

雑現象が多く起こり, 雑種形成が進んでいる可能性

が示唆された. また, 在来タンポポ由来の情報を確

認できなかった個体もいたため, 交雑を行っていな

い真の外来タンポポも生育していることが分かっ

た(Fig. 3). 今後は, 在来・外来タンポポが混在している地域で繁殖干渉が起こっていないか, 複数

の雑種形成パターンがある可能性について, 解析を継続していきたいと考えている.  
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