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Distributions and flowering period of dandelions based on type distinction
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摘　　要
本論の前半では，まず，植物季節学的・気候学的立場から 1940 年代に始まったタ

ンポポの開花季節に関する研究を展望した。次いで，植物生態学的な立場からの研究
成果を主として 1970 年代以降について展望した。在来種・外来種の局地的分布の特
徴・開花期間・年変化の差などに関する知見をまとめた。1940 年代から 2000 年代に
おけるタンポポの開花日に関する植物季節学的研究の時代区分とその特徴を記述し
た。後半では，筆者らが行った東京都心部における調査結果を記述した。東京都心部
の「小石川植物園」「市ヶ谷」「迎賓館」「桜田門」「日比谷」の 5 地点に分布するタンポポ
を，総苞外片の反り返り位置から 5 つに類型区分した。それぞれの類型のタンポポの
分布と開花時期，開花期間と生育する土壌酸度を調べた。結果は，以下の通りである。
開花時期は，咲き始め，咲き終わりともに在来種である類型 4/4 に近いタンポポほど
早く，外来種に近い類型 0/4 に近いタンポポほど遅い。また，総苞外片の反り返りの
位置が類型 4/4 に近い類型 3/4 のタンポポは類型 4/4 に，類型 0/4 に近い類型 1/4
のタンポポは類型 0/4 に開花期間が似る。また，類型別に区分したタンポポはそれぞ
れ適応する土壌酸度に違いがみられた。類型 4/4 は pH（H2O）が 6.30 以下の土地に生
育するが，類型 0/4 は pH（H2O）が 6.33 以上の土地に生育し，雑種はその中間の土壌
酸度の土地に分布することが明らかになった。
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1．はじめに

タンポポは，われわれの生活に身近な植物で，日
常，目にすることが多い。外来種の侵入が初めて報
告されたのは，1904 年の札幌であった 1）。日本の在
来種は，北海道から北九州まで約 10 種自生する。
最近は都市化によって，在来種が減少し，逆に，外
来種が増加している 2）。本稿では，まずこれまでの
研究結果を展望し，在来種と外来種の開花期間・開
花率の季節変化，さらに環境条件に関する知見をま
とめる。次いで，筆者らが行った東京におけるタン
ポポの類型別の分布・開花季節，それらの環境条件
についての調査結果を報告する。最後にこれらの結
果をふまえ，タンポポの開花季節について総合的な
検討を行う。

2．タンポポの開花に関するこれまでの研究

2.1　在来種と外来種
タンポポには日本に固有の在来種と，外来種（帰

化種）があり 3），近年外来種が増加している。在来
種と外来種では開花季・開花期間などが違い，また
気温条件などとの対応が違う。これまで一般的に知
られている特性をまとめると，表 1 のとおりであ
る 2），4）。在来種は開花期間が短いのに対して，外来
種は長く，1 年中開花しているのが最も特徴的であ
る。また，1 日の中でみても，前者は開花時間が短
く，後者は長い。
2.2　日本における開花日の等期日線

20 世紀の前半まで，開花日に関する研究は全国
的な開花日の等期日線図を画くにとどまってい 
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た 5）－11）。これらの調査研究は日本における植物季節
学の第Ⅰ期で，1940 年代までとされよう。第Ⅱ期
は，1953 年の気象庁（当時の中央気象台）の「生物
季節観測法」の確立以降，1966 年までは早春の現
象としてタンポポについてもまとめられた 12）。この
第Ⅱ期の研究によると，タンポポは日本全国，北海
道から沖縄まで 70 地点（当時の地方気象台・測候所
など）で観測されていた。開花日の平均値は，種子
島が 1 月 28 日（以下，1 月 1 日を起算日として通日
で示す），次いで大島，銚子で 44 日，東京で 46 日
であり，本州の中では極めて早く，熊谷，前橋より
約 2 カ月半以上早かった。これは都市気候の影響と
考えられた。四国・九州は 60～80 日，中部・北陸
で 80～90 日，東北地方で 100～120 日，北海道で
120～130 日で，日本の南北の差も明らかにされた。

気象庁（気象台）における観測は，日本全体を対象
としたウメ・サクラ・フジなどの樹木の開花の地域
差の他に，スミレ・タンポポ・レンゲなどの草丈の
低い草本類の季節現象の地域差を解明することも目
的であった 13）。
2.3　 在来種と外来種の局地的分布に関するこれま

での研究
外観の特徴から区分した在来種と外来種の分布に

ついて，関東地方におけるこれまでの研究結果は以
下のとおりである。都市化の進行に伴い東京都心部
のカントウタンポポ（Taraxacum platycarpum）は，
セイヨウタンポポ（Taraxacum officinale）の侵入によ
って生育する場所を奪われ，株数が減少する 14），15）。
また，多摩地区における 1980 年と 1990 年の在来種
と外来種の出現率による勢力比分布図を作成した結
果，土地改変の行われた地域では外来種の出現率が
増加していることがわかった 16）。

南多摩地区における変化を表 2 に示す。ここに
生育する在来種は 2 倍体のカントウタンポポ

（Taraxumacum platycarpum Dahlst. Subsp. Platycar-
pum var. platycarpum）とシロバナタンポポ（T. albi-

dum Dahlst.）である。外来種は 3 倍体のセイヨウタ
ンポポ（T. of ficinable Weber）とアカミタンポポ（T. 
laevigatum）である。2000 年の調査では，総苞外片
が中間の特徴をもつ中間型が捉えられた。この中間
型は，開花時には在来種の特性をもち，花季が終わ
ると外来種のような特徴をもつものである 16）。

ここで興味があるのは，1980 年と 1990 年を比較
すると，在来種が減少して外来種が増加し，さらに
はタンポポそのものが生育しなくなっている。この
地区の急激な都市化の現れである。2000 年には状
態が 1980 年のように少し戻った。都市の中で，公
園や駐車場周辺，土手などが整備された結果，タン
ポポの増加につながったと考えられる。
2.4　開花の季節性：開花率の季節変化

在来種であるカントウタンポポ，シロバナタンポ
ポ，帰化種であるセイヨウタンポポ，アカミタンポ
ポとも，開花の季節変化には明らかな差がある 17）。
図 1 から以下のことが読み取れる。①在来種のカ
ントウタンポポと，外来種のセイヨウタンポポとは，
同じ季節変化の型を示す。すなわち春と秋に極大が
でる。しかし，春のほうが大きく，5 月が最大であ
る。②最も注目しなければならないのは，在来種の
カントウタンポポでは，7 月・8 月は 0 であること，
すなわち，花は咲いていないことである。③外来種
のアカミタンポポは 6 月が最大，7 月・8 月もかな
り大きい。④対照的に在来種のシロバナタンポポの
最大は 4 月に現れ，7 月・8 月・9 月はほとんど 0
である。在来種でもトウカイタンポポ・エゾタンポ
ポはこの調査では春の開花を報告している。なお，
この報告ではカントウタンポポは秋にも開花してい
るが，後述のようにカントウタンポポは秋には開花
しない。したがって，この報告ではカントウタンポ
ポとしたものの中に，雑種を含んでいる可能性があ
る。
2.5　開花の年による差

開花の年による差も大きい。1953 年～2007 年の

表 1　タンポポの在来種と外来種の開花とそれに関連する特徴 2），4）．

在来種 外来種
開花期間 4 ～ 6 月，比較的短期間 4 ～ 6 月に多いが年間を通じて開花結実
開花時間（晴天日） 午前 10 ～ 11 時に極大 日中いっぱい
1 頭花あたり小花数 少，平均約 60 個 多，平均約 160 個
訪花昆虫 必要 結実のためには不必要
発芽習性 夏季，高温休眠性あり 休眠性なし
発芽後の生育 ゆっくり，開花まで 2 ～ 3 年 速い，開花まで 5 ～ 10 ヶ月

表 2　東京の南多摩地区におけるタンポポの在来種と外来種の出現頻度（地点数）（％）．

在来種のみ 混生 外来種のみ タンポポなし 調査地点数 文献
1980 年 9.0 18.4 56.8 15.7 1,654 小川・本谷 15）

1990 年 1.2 9.1 62.7 24.2 1,969 同上
2000 年 5.8 11.2 58.9 24.0 1,646 遠藤・小川 16）
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55 年間における日本の植物季節 18）の調査結果によ
ると，1982 年，1983 年，1989 年に開花日は早く，
開花期間は明らかに長かった。これらの年は，エル
ニーニョ年で，いずれも先行する冬の状態には特徴
があった 19）。このような気候状態の年による差との
関係の解明は今度の課題である。
2.6　開花の日変化

タンポポ類は，開花は日中，閉花は夜間という日

変化を行う。しかし，帰化種であるセイヨウタンポ
ポと在来種のカンサイタンポポとでは，図 2 に示
すように，1 日の開花習性が全く異なることがわか
っている 4）。すなわち，晴天の日はセイヨウタンポ
ポは朝開花し，夕方まで開花し続ける（図 2 の C）。
一方，カンサイタンポポは開花のピークは 10～11 時
で，午後になると晴天・高温でも閉花し始める（図 2
の A，B）。この閉花時間は集団によって差があり，
午後の比較的遅くまで開花し続ける場合もある。ま
た，その日の天気によっても異なり，雨やくもりの
場合，日中でも開花しない。さらに興味深いのは，
このような開花の習性の違いは訪花昆虫の訪花度数
の違いも影響する。カンサイタンポポの開花がピー
クに達する 10 時ころ訪花度数が最大になり，その
後は急激に減少する。しかし，セイヨウタンポポで
は，10～11 時に多くなり，午後も多い。また，訪
花する昆虫の活動も異なることが，1977 年の京都
市内の詳しい調査でわかった 4）。なお，この論文に
は開花の調査法については明記されていない。

図 1　 在来種と外来種のタンポポの開花率（％）の 
月変化 17）．

図 2　 カンサイタンポポとセイヨウタンポポの開花数
と気温（℃）の日変化．
1977 年 5 月 8 日，京都における調査による 4）．
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2.7　タンポポの開花状態・開花季節
前記のように，1940 年代以降は全国の気象台・

観測所・測候所などにおける観測結果の取りまとめ
が進んだ。それらは，西南日本から北日本へ開花季
が移動する状況を捉えた。それに加えて，都府県，
あるいはさらに市町村くらいの地域スケールで分布
の調査・研究が，1980 年代ころから進んだ。タン
ポポは身近にみることができるので，いわゆる「市
民の科学活動の一環」としての調査も行われた。図 3 
は神奈川県植物誌調査会が 1985 年 4 月 6～8 日，県
内でセイヨウタンポポを含む 6 種類の開花状態を調
べ，その分布を明らかにしたものである 20）。この分
布図から，神奈川県におけるセイヨウタンポポによ
って捉えた春は，県南東部の三浦半島から始まり，
内陸部へ進み，さらに北西部の丹沢・箱根三里の山
地へと進む状態が明らかになった。

種々の開花季に及ぼす海抜高度の影響は，大山（お
おやま，海抜 1,252 m）において 1990 年春に調査さ
れた（図 4）。この図で明らかなことは 3 月から 6 月
の期間において，①セイヨウタンポポの花は他の花
より山麓部における開花季節の期間が最も長いこ
と，②モミジイチゴ・マルバウツギ・フタリシズカ
は山麓・中腹・山頂の開花期間のずれが不明瞭なこ
とである。
2.8　 日本におけるタンポポの開花に関する季節学

的研究の歴史
以上に述べてきた「日本におけるタンポポの開花

に関する植物季節学的研究」の発展の歴史を時代的
にまとめると，以下のとおりである。

1940 年代まで（第Ⅰ期）：気象台関係の生物季節観
測の一部として行われ，まとめられた。在来種と外
来種の判別はされなかったが，日本国内の開花日の
等期日線図を描き，日本国内の地域差が明らかにさ
れた。

1950～1960 年代（第Ⅱ期）：内容的には第Ⅰ期とほ
ぼ同様だが，多くの研究結果が発表され，教科書に
おける記述，論文数が多くなった。

1970～1980 年代（第Ⅲ－1 期）：都市化の影響 21），
DNA との関係などがテーマになった。

1990 年代（第Ⅲ－2 期）：在来種が激減した。生物
多様性の関連が論じられた。

2000 年代（第Ⅳ期）：環境調査の一部，市民活動，
学校教育としての開花日調査が行われ，報告される
ようになった。

図 3　 神奈川県におけるセイヨウタンポポの開花状態
の分布 20）．
1985 年 4 月 6 ～ 8 日の調査の結果．

図 4　 神奈川県の大山の山麓・中腹・山頂における
1990 年の開花季節 20）．
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3．東京都心部における開花季節

3.1　調査方法
これまでの研究 18）を参考にして，図 5 のように

総苞外片の反り返りの位置によってタンポポを 5 類
型に分類した。すなわち，総苞外片の反り返りの位
置が最下部から出ている場合を類型 0/4 とし，反り
返りのない場合を類型 4/4 とした。類型 4/4 と類
型 0/4 の中間的な形態を，それぞれ総苞外片が反り
返る位置から，類型 3/4，類型 2/4，類型 1/4 とした。
それぞれは，図 5 に示すとおりである。類型 0/4
は外来種，類型 4/4 は在来種である。総苞外片の反
り返り位置は，総苞外片の最下部を基準として，定
規を当てて計測した。

調査地点は，在来種の存在が 1976 年に報告 19）さ
れている「桜田門」を中心として，半径 4 km 以内
において選定した。1 地点では，可能な限り多数の
個体を測定した。今回この調査地点は，「桜田門」「市
ヶ谷」「迎賓館」「日比谷」「小石川植物園」の 5 地点と
した（図 6）。
「小石川植物園」では在来種であるカントウタン

ポポの分布が報告されている 2）。「小石川植物園」
は，「桜田門」と同様に長年土地改変の行われてい
ない場所で，江戸時代以来の土壌を維持していると
考えられる。そのため，「小石川植物園」は「桜田門」
からは 4 km 以上離れるが，長年土地改変のない場
所の比較を目的に調査地点として選定した。

各調査地点において類型別のタンポポの開花株数
を測定した。10 m×10 m の範囲内でタンポポが密
集している所を選定し，1 m×1 m の方形区を 5 つ
選定した。1 地点において 5 方形区の合計株数が 50
株以上になるよう設定し，5 つの方形区において類
型別の開花株数を測定した。各調査地点の植生や樹
木，建物，土壌硬度，人間の立入りなどを詳しく記
述した。

それぞれの類型の開花期間の観測は 2007 年 1 月
30 日から 11 月 14 日まで，全ての調査地点で 1 週
間に 1 回行った。ここでいう開花期間とは，調査地

点ごとの類型別の咲き始めから咲き終わりまでの期
間とする。例えば，別株であっても同一の類型の場
合は，咲き続けた期間とした。本研究では，開花率
は次のように定義した。

開花率＝ （観察時に開花している株数／調査全期
間中に開花した総株数）×100％

各方形区において，タンポポの主根の先端付近に
相当する深さ約 30 cm から土壌を採取した。この
主根の先端付近には，タンポポの栄養の吸収のため
の根毛が確認される。30 cm は養分吸収の下限であ
る。風乾後，土壌分析法に従い，HORIBA F-52S を
用いて，pH（H2O）と pH（KCl）を測定した。
3.2　調査結果

各調査地点における類型別の開花期間を図 7（a）
～（e）にまとめた。
「桜田門」（図 7（a））では，類型 4/4 の 43 株が開花

した。他の類型は出現しない。開花期間は，2007

図 5　総苞外片の反り返り位置によるタンポポの類型．

図 6　調査地点（×印）．
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年 1 月 30 日に始まり，5 月 21 日に終了した。後述
の「小石川植物園」と比較すると，開花期間は非常
に似ていた。
「市ヶ谷」（図 7（b））では，類型 3/4 は 2 株，類型

2/4 は 32 株，類型 1/4 は 39 株，類型 0/4 は 5 株の
計 78 株が開花した。類型 4/4 は出現しない。開花
期間は，類型 3/4 が 1 月 31 日～5 月 7 日，類型 2/4
が 3 月 2 日～5 月 14 日，類型 1/4 が 2 月 19 日～6
月 19 日，類型 0/4 が 3 月 15 日～10 月 10 日であっ
た。
「迎賓館」（図 7（c））では，類型 3/4 は 3 株，類型

2/4 は 45 株，類型 1/4 は 31 株，類型 0/4 は 2 株の
計 81 株が開花した。類型 4/4 は出現しない。開花
期間は，類型 3/4 は 3 月 21 日～5 月 7 日，類型 2/4
は 3 月 21 日～6 月 13 日，類型 1/4 は 3 月 15 日～6
月 19 日，類型 0/4 は 4 月 7 日～5 月 7 日である。

「迎賓館」に分布する類型 0/4 は，5 月 7 日に咲き
終わってから再び開花することはなかった。
「日比谷」（図 7（d））では，類型 2/4 は 25 株，類型

1/4 は 22 株，類型 0/4 は 5 株の計 52 株が開花した。
類型 4/4 と類型 3/4 は出現しない。開花期間は，
類型 2/4 が 4 月 20 日～6 月 19 日，類型 1/4 が 3 月
15 日～6 月 19 日，類型 0/4 が 4 月 10 日～5 月 14
日である。6 月 19 日の草刈り後は，類型 2/4，類型
1/4，類型 0/4 のいずれも開花しなかった。
「小石川植物園」（図 7（e））では，類型 4/4 の 96 株

図 7（a）　「桜田門」におけるタンポポの開花率．

図 7（b）　「市ヶ谷」におけるタンポポの開花率．

図 7（c）　「迎賓館」におけるタンポポの開花率．

図 7（d）　「日比谷」におけるタンポポの開花率．

図 7（e）　「小石川植物園」におけるタンポポの開花率．
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を調査対象とした。他の類型は出現しなかった。開
花期間は，2 月 8 日～5 月 16 日である。

草刈りは全地点において雑草の上部のみ刈られて
いたため，どの地点もタンポポのロゼッタが残され
ていた。2 月 7 日と 3 月 15 日に草刈りが行われた

「桜田門」では，草刈り後も類型 4/4 は再び開花し
た。「市ヶ谷」では，類型 1/4 と類型 0/4 は 5 月以
降に草刈りが行われた後にも再び開花した。このこ
とは，開花期間内に草刈りが行われた場合は，再び
開花することを示している。類型 4/4 および類型
3/4 は，7 月を前に花季を終えていたために，草刈
り後に再び開花することはなかった。
3.3　類型別の開花期間

すべての調査地点の類型別開花期間を示したのが
図 8 である。

類型 4/4 の開花開始は 1 月 30 日で最も早く，終
了は 5 月 21 日であった。

類型 3/4 の開花期間は，1 月 31 日～5 月 9 日で
あった。類型 3/4 は，5 つの類型の中で最も出現数
が低い。類型 3/4 の開花開始は，類型 4/4 類型の
開始より 1 日遅かった。咲き終わりは，他の類型と
比較して最も早かった。これは株数が少ないためか
もしれない。

類型 2/4 の開花期間は，3 月 2 日～6 月 19 日で
ある。「市ヶ谷」において，5 月 14 日に草刈りがあ
ったため，開花株数は激減したが，6 月 6 日には再
び開花株数が増加した。

類型 1/4 の開花期間は，3 月 7 日～6 月 29 日で
ある。また，「市ヶ谷」において，5 月 14 日に草刈
りがあったため，その後開花している株の数は減少
したが，2/4 類型と同様に 6 月 6 日には再び開花す
る株の数が増加した。

類型 0/4 の開花期間は 3 月 15 日～10 月 13 日で
ある。これは 5 つの類型の中で最も遅い。0/4 類型
は，6 月 20 日に一度咲き終わったが，10 月 3 日に
再び開花した。
3.4　タンポポの類型別にみた生育地の土壌酸度

類型別のタンポポが生育する場所の土壌酸度の測
定結果を図 9（a）に示した。類型 4/4 類型の生育地
の土壌 pH（H2O）は 5.91～6.30 であり，最も pH の
値が低い土壌に生育する。類型 3/4 は pH（H2O）が
6.12～6.61 の間にあり，類型 3/4 の pH 値は類型

4/4 よりも弱酸性の土壌に生育する。類型 2/4 は，
6.09～6.69 であった。類型 1/4 は，6.13～6.71 であ
った。類型 0/4 は 6.33～6.85 の間で，5 類型のうち
で最も高い pH の土壌に生育していた。すなわち，
外来種は中性に近い土壌に生育しており，在来種は
酸性の土壌に生育する。図 9（b）には，pH（KCl）の
測定結果を示した。

なお，類型 4/4 は pH（H2O）が 6.30 以下の酸性土
壌に生育し，類型 0/4 は pH（H2O）が 6.33 以上の土
壌に生育している。中間型の 3 型はいずれも，在来
種と外来種の生育する pH の範囲内に生育する。

4．考察

4.1　類型別のタンポポの開花期間
まず，類型 4/4 の開花期間の年による変動を考察

する。今回の調査結果では，類型 4/4 の開花開始
は，2007 年 1 月 30 日，開花終了は 5 月 21 日であ
った。2003 年に同一の地点を調査した結果 22）では，
類型 4/4 の開花開始は 2003 年 2 月 28 日であり，開

図 8　全調査地点における類型別のタンポポの開花期間．

図 9（a）　類型別タンポポの生育する土壌の pH（H2O）．

図 9（b）　類型別タンポポの生育する土壌の pH（KCl）．
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花終了は 5 月 26 日であった。2003 年に比べると
2007 年は約 1 ヵ月早く咲き始め，ほぼ 2003 年と同
期日に終了することがわかった。阿部 23）も，2008
年に同一の「桜田門」において調査を行っている。

「桜田門」において，類型 4/4 は 4 月 16 日から 5 月
22 日に開花しており，2007 年と比較して，開花は
遅かった。しかし，咲き終わりはほぼ同期日であっ
た。

次に，類型別の開花期間の特徴をみる。類型区分
を行ったタンポポの開花開始と開花終了の期日およ
び期間は，以下のとおりである。

総苞外片の反り返りのない在来種である類型 4/4
のタンポポは，他の全ての類型と比較し，開花開始，
開花終了が早い。一方，総苞外片が全て反り返る類
型 0/4 は，開花開始と開花終了が遅い。総苞外片が
途中で反り返る中間型を示すタンポポのうち，類型
3/4 のタンポポの開花開始と開花終了の期日は，類
型 4/4 に似て早いが，類型 1/4 の期日は，類型 0/4
に似て遅い。

開花期間は，類型 4/4 に近い総苞外片をもつ類型
3/4 が類型 4/4 に近い開花期間を有し，類型 0/4 に
近い総苞外片をもつ類型 1/4 が，類型 0/4 に開花
期間が似る。類型 0/4 のタンポポは一度咲き終わり
を迎えた後に再び開花する。類型 0/4 のタンポポ
は，条件が良ければ季節を問わず開花できると考え
られる。しかし，その他の類型 1/4・類型 2/4・類
型 3/4 の・類型 4/4 のタンポポは一度咲いた後，
調査最終日まで再び開花することはなかった。この
原因は今後の研究課題である。

関西では在来種のカントウタンポポと外来種のセ
イヨウタンポポの開花が春と秋に極大になる 17）。本
調査では類型 0/4 が確認された「市ヶ谷」と「迎
賓館」と「日比谷」の 3 地点のうち，市ヶ谷の 1 ヵ
所のみ秋に開花した。この地点は小規模な街路樹の
植え込みであるのに対し，他の 2 地点は比較的大き
な緑地公園になっているという違いがある。このこ
とから両地点では局所的に気温と地温が異なること
が推定され，その結果秋の開花の差が生じたと考え
られる。今後の研究課題である。
4.2　類型別の立地と生育する土壌酸度

タンポポの総苞外片の反り返りの位置から類型区
分をおこない，その各類型が生育する場所の土壌酸
度に違いがあることがわかった。類型 4/4 は土壌
pH（H2O）が 5.91～6.30 の範囲に分布する。この値
は，分類した 5 類型の中で最も酸性の強い土壌に生
育する。この範囲の pH の土地には類型 0/4 は出現
しない。類型 0/4 は，pH6.33 ～ 6.85 までの土壌に
分布する。雑種は pH の適応範囲が広く，類型 4/4
と類型 0/4 の中間の土壌酸度に分布する。

在来種タンポポと外来種タンポポの分布を決定す
る要因の 1 つとして，土壌酸度が影響することは，
これまで論じられてきた。例えば，2002 年に埼玉

県所沢市のタンポポの種と土壌酸度の関係について
調査した結果，在来種タンポポは pH5.98～6.56 に
生育し，外来種タンポポは pH7.32～7.42 に生育す
ることが報告されている 24）。

今回のわれわれの類型区分による調査結果と比較
すると，類型 4/4 が在来種に相当するとすれば結果
はよく一致し，酸性土壌に生育することを示してい
る。一方，総苞外片の反り返り位置が最も下部で反
り返る類型 0/4 が外来種に相当するならば，土壌の
pH の範囲は完全には一致しないが，傾向は同様で，
類型 0/4 が最も中性に近い土壌に生育することが
示された。
4.3　 総苞外片の「反り返り位置」による類型区分

の意義
総苞外片の反り返りの位置から 5 つの類型区分を

行った。それぞれの類型に応じて，開花時期および
期間と，生育する土壌酸度に違いがあった。在来種
であるカントウタンポポは，総苞外片の反り返りが
なく，本研究の類型 4/4 に相当する外観をもつ。一
方，セイヨウタンポポは，総苞外片が最下部で反り
返り，本研究の類型 0/4 に相当する外観をもつ。

今回の調査結果で明らかになった類型別のタンポ
ポの開花期間の特性および生育する土壌酸度の差
は，それぞれの種の差であると考えられ，カントウ
タンポポは類型 4/4 に，セイヨウタンポポは類型
0/4 に相当すると考えられる。また，総苞外片が途
中で反り返る中間型のタンポポは，開花時期および
期間と生育する土壌酸度が類型 3/4 はカントウタ
ンポポ（類型 4/4）に，類型 1/4 はセイヨウタンポポ

（類型 0/4）に近い。中間型の外観を示すタンポポが，
カントウタンポポとセイヨウタンポポの雑種である
とするならば，総苞外片の反り返り位置の外観によ
って，カントウタンポポに近い雑種とセイヨウタン
ポポに近い雑種の区分の指標が可能であると考えら
れる。

そのため，これらの類型区分したタンポポが示す
開花特性や生育する土壌酸度の特徴は，在来種，外
来種，雑種，などの分布研究に有効であることを示
している。

また，別の観点からは，1940 年代に開始された
ような日本全域の開花季の推移を類型別に調査研究
する必要があろう。

5．まとめ

前半では従来のタンポポの開花に関する植物季節
学的研究を展望した。その発展を 1940 年以降，第
Ⅰ期から第Ⅳ期までに時代区分し，それぞれの時代
の特徴をまとめた。後半においてはタンポポの類型
別開花季節の分布の研究結果を述べた。以下の通り
である。

①総苞外片の反り返りの位置からタンポポを 5 つ



地球環境 Vol.17 No.1　59－68（2012）

67

の類型に区分した。すなわち，総苞外片の反り返り
の位置が最下部である場合を類型 0/4 とし，反り返
りのない場合を類型 4/4，類型 4/4 と類型 0/4 の中
間的な形態を，それぞれ総苞外片が反り返る位置か
ら，類型 3/4，類型 2/4，類型 1/4 とした。類型
0/4 は在来種，類型 4/4 は外来種である。

②それぞれの類型に応じて，開花時期および期間
と，生育する土壌酸度を調査した。その結果，類型
の違いとそれぞれの調査結果とが一致した。

③開花時期については，総苞外片の反り返りのな
い在来種である類型 4/4 のタンポポが，他の全ての
類型と比較し，開花開始，開花終了が早い。一方，
総苞外片が最下部で反り返る類型 0/4 は，開花開始
と開花終了が遅い。総苞外片が途中で反り返る中間
型を示すタンポポのうち，類型 3/4 のタンポポの開
花開始と開花終了の期日は，類型 4/4 に似て早い
が，類型 1/4 の期日は，類型 0/4 に似て遅い。

④開花期間は，類型 4/4 に近い総苞外片をもつ類
型 3/4 が類型 4/4 に近い開花期間を有し，類型 0/4
に近い総苞外片をもつ類型 1/4 が，類型 0/4 に開
花期間が似る。類型 0/4 のタンポポは一度咲き終わ
りを迎えた後に再び開花する。類型 0/4 のタンポポ
は，条件が良ければ季節を問わず開花できると考え
られる。しかし，その他の類型 1/4・類型 2/4・類
型 3/4・類型 4/4 のタンポポは一度咲いた後，調査
最終日まで再び開花することはなかった。

⑤生育する土壌酸度は，類型 4/4 が土壌 pH（H2O）
5.91～6.30 の範囲に分布する。この値は，分類した
5 類型の中で最も酸性の強い土壌である。この範囲
の pH の土地には類型 0/4 は出現しない。類型 0/4
は，pH6.33 ～ 6.85 までの中性に近い土壌に分布す
る。雑種は pH の適応範囲が広く，類型 4/4 と類型
0/4 の中間の土壌酸度に分布する。

⑥このように，類型区分したタンポポは，開花時
期および期間，生育する土壌酸度に差があることが
明らかになった。これは，それぞれの種の差を表し
ていると考えられる。すなわち，総苞外片の反り返
り位置の外観を種や雑種の区分の指標とすることが
可能であることを示している。

今回の調査では，類型区分と遺伝子解析による種
区分との関連性まで調べられてはいない。今後，こ
の点が確認されれば，外観である類型区分から種区
分を行うことが可能となる。外観から種の区分が可
能となれば，都府県程度の地域スケールでの種別タ
ンポポの分布調査や，さらには，類型別のタンポポ
を指標にした都市化による土壌の攪乱状態の推定，
日本列島スケールにおける類型別タンポポの開花季
の北上・停滞など，多数の研究の進展が期待される。
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