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「香川県タンポポ調査 2010」の報告 
 

末広喜代一・原田恭兵・野崎礼実 

 

１．調査への取り組み 

「タンポポ調査西日本 2010」として、近畿地方から、中国四国地方、北九州までの範囲でタン

ポポ調査を行おうという呼びかけに応じて、2009 年春の調査に引き続き 2010 年も 3月 1日から 5

月 31日までの期間、タンポポ調査が実施されました。香川県では、香川大学教育学部生物学教室

内に「タンポポ調査・香川県実行委員会」の事務局を置き、おもに「香川植物の会」のメンバー

と香川大学教育学部生物学教室の４年生が中心になって調査を行いました。さらに、高等学校に

勤務している「香川植物の会」のメンバーが、香川県高等学校教育研究会生物・地学部会に参加

を呼びかけ、香川県下の高等学校生物教員の方々の指導によって、高等学校でもタンポポ調査に

取り組んでいただきました。また、「みんなで作る自然史博物館・香川」でも、昨年度に引き続き

香川県のタンポポ調査に取り組んでいただきました。今年は 2010 年 4 月 17 日に「みんなでつく

る自然史博物館・香川」の主催で、高松市郊外の公渕森林公園で一般参加者を対象にタンポポ調

査の方法の説明と実習を行いました。 

香川県では、これまで高松市の市街地部において、1980 年と 1981 年、その 10 年後の 1990 年

に詳しいタンポポの分布調査を行っています（末広ほか、1989；末広・新見、2010）。それらの結

果と比較することを目的に、香川大学教育学部生物学教室の４年生が高松市市街地部とその周辺

で、住宅地図を使った詳しい分布調査も行っています。また、この調査では、高松市の西南部に

位置する綾川町畑田周辺、香川県東部の東かがわ市三本松周辺でも、住宅地図を使った詳しい分

布調査を行っています。 

 2009 年の予備調査結果の速報は、2009 年発行の「香川植物の会会報」に掲載し、2009 年 11 月

10 日には「みんなでつくる自然史博物館・香川」のホームページにもアップしました。さらに、

2010 年 1 月 10 日の「香川植物の会総会」では、予備調査結果を口頭で発表しました。そのとき

には予備調査でタンポポの生育が確認された地点を３次メッシュ図で示し、未調査地域について

注意を喚起しました。そのため 2010 年の本調査では未調査地域を中心にタンポポ調査が行われま

した。また、調査の終盤となった 2010 年 5 月 10 日には香川植物の会の会員でもある丸亀城西高

校の藤本博文氏より末広までメールで、予備調査結果のメッシュ図に藤本氏が調査したメッシュ

を塗りつぶしたメッシュ図が送られてきました。そのメッシュ図に末広が調査したメッシュや香

川植物の会会員の佐藤明氏が調査したメッシュを塗りつぶしたメッシュ図を作成し、両氏のほか、

香川植物の会会員の久米修氏にもメールで送りました。そうすると送ったメッシュ図に久米氏が

調査したメッシュを塗りつぶしたメッシュ図が送られて来ました。そのように終盤になってお互

いに調査情報をメールで交換しあった結果、後述するように四国本土の調査可能なほぼ全域をカ

バーし、香川県が所属する３次メッシュにたいするタンポポが記録できた３次メッシュの割合は、

68.9％と西日本でもっとも高くなりました。 

 実行委員会に寄せられた頭花サンプル等の整理や花粉の観察は、香川大学教育学部生物学教室

の 4 年生が中心になって行いました。寄せられたサンプルのうち、位置情報がなかったり、間違

っているサンプルについては、調査者がわかる場合には個別に問い合わせ位置を確認しましたが、

調査者を特定できないため無効となったサンプルもありました。頭花サンプルがない場合は原則

として無効なのですが、外来タンポポについては、痩果だけでセイヨウタンポポかアカミタンポ

ポかを決めることが出来る場合には有効としました。これは香川県実行委員会だけのルールです。

また、高校生が採集したサンプルに、たまに混じっていることがあったのですが、タンポポ以外

のサンプルも無効としました。 

 2010 年に香川県実行委員会に寄せられたサンプルは 2009 年の倍以上となったため、サンプル

の処理とデータの整理に非常に手間取りましたが、ようやく調査結果をとりまとめることができ

ましたので、この場を借りて報告いたします。報告にあたって調査方法の説明は省略しました。

その代わりに、「タンポポ調査・西日本 2010」共通の調査票を図 1 にあげておきます。詳しい調

査方法を知りたい方は、「タンポポ調査・西日本 2010」のホームページをご覧下さい。 
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図１ 「タンポポ調査・西日本 2010」の本調査で使われた調査用紙 
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２．種類別のサンプル数 

 香川県では、2009 年の予備調査と 2010 年の本調査をあわせて、約 350 名の方から、8376 件の

有効サンプルが寄せられました。有効サンプル数は図 2 に示すように香川県全体から広くえられ

ていますが均一に散らばってはおらず、高松市市街地部などのように住宅地図で詳しい調査を行

った地域で特に多くのサンプルがえられています。また、全体として高松や丸亀などの中讃地域

のサンプルが多く、西讃や東讃および島嶼部のサンプルが少ないという傾向がありました。 

昨年の予備調査では、四国本土部では香川植物の会の某氏が動き回った跡が推測されるような

調査メッシュ図でしたが、今年は四国本土の調査可能なほぼ全域をカバー出来ました。調査に協

力いただいた皆さん本当に有り難うございました。島嶼部については、小豆島・豊島・牛島のほ

かに直島・女木島・本島・広島・手島・小手島・櫃石島・大島のサンプルがえられました。しか

しながら高見島以西の島からはサンプルがえられず、小豆島も島の大きさの割には少しのサンプ

ルしかえられませんでした。 

 
図 2  タンポポ調査でえられた３次メッシュ内の有効サンプル数 

 有効サンプル数の内訳は表 1のとおりでした。外来

タンポポの取扱い基準や、不明種の処理が違うため、

「タンポポ調査西日本 2010」の大阪本部の集計とは

若干の数字の食い違いがあります。在来種としては、

カンサイタンポポとシロバナタンポポのほかに、クシ

バタンポポのサンプルが 1 件だけ寄せられています。

香川県の雑種も含む外来種のサンプルの割合は

37.8％でした。高松市の市街地部での調査サンプルが

多い実情から考えると、実際に生育している外来タン

ポポの比率はもっと低いと考えられます。 

 今回の「タンポポ調査西日本・2010」のデータをとりまとめた徳島県立博物館の小川誠さんに

よれば、西日本の各府県全域が所属する３次メッシュにたいするタンポポが記録できた３次メッ

シュの割合は、香川県では 68.9％でもっとも高くなっています（小川、2011）。日本一面積の狭

い香川県ならではですが、西日本全体ではタンポポが記録できた３次メッシュの割合は 24.3％で

した。また、３次メッシュ単位で記録されたタンポポの構成比を円グラフで表した資料を見ると、

香川県は、徳島県や和歌山県とともに外来タンポポの割合が低くなっています（小川、2011）が、

その理由は、これらの県では在来のカンサイタンポポが広く分布していることにあるようです。 
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３．香川県のタンポポ分布メッシュ図 

 香川県のタンポポ調査によってえられた種ごとの分布メッシュを図 3 から図 7 までの５つの分

布メッシュ図で示しました。 

外来タンポポというのは、アカミタンポポとセイヨウタンポポのほか、痩果がなかったために

種名が不明の外来タンポポや、外見上はカンサイタンポポに似ているが、花粉を顕微鏡で観察し

てみるとバラバラであったタンポポ（雑種である可能性が高い）も含まれています。アカミタン

ポポやセイヨウタンポポとしているタンポポの中にも雑種タンポポが含まれている可能性があり

ます。 

2 種の外来種の分布図（図３と図４）を比較してみると、アカミタンポポの分布が沿岸の都市

部に集中しており、あとの地域ではごく散発的に見られるだけであるのに対して、セイヨウタン

ポポは都市部に多いものの香川県下により広く見られることがわかります。長らく香川県の帰化

植物の調査をされてきた故和気俊郎氏は 1977 年に「香川生物」に「香川県帰化植物目録（１）」

を発表されています。それによれば、香川県では「1955 年以前にはセイヨウタンポポが見られた」

ようです。それに対して、アカミタンポポは 1977 年の目録には掲載されていませんでした。1978

年に和気俊郎氏によって詫間町でアカミタンポポが最初に記録されています（香川県環境保健部

自然保護課、1980）。アカミタンポポはセイヨウタンポポより遅くに香川県に侵入してきたため、

2 種の外来タンポポで、図３と図４のような違いがあるものと考えられます。その意味ではアカ

ミタンポポとセイヨウタンポポの区別は重要だったのですが、種子がなく種名が不明の外来タン

ポポが外来タンポポの６割も占めています。1980 年と 1981 年に高松市の市街地部でタンポポの

調査を行ったときには、調査をして花しか見られない場合には、再度同じ場所に行って果実を確

認するようにしていました。外来タンポポの分布地点がまだまだ少なかったので、そのようなこ

とができたのです。島嶼部でも外来タンポポが見られました。しかしながら、豊島では外来タン

ポポは見られず、カンサイタンポポだけが見られました。隣の直島ではカンサイタンポポが非常

に少なく、ほとんどが外来タンポポであったのとは対照的でした。 

 
図 3 アカミタンポポの分布メッシュ 
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図 4 セイヨウタンポポの分布メッシュ 

 
図 5 外来タンポポの分布メッシュ 

 在来種のカンサイタンポポは図 6にしめすように香川県全体に広く見られ、平野部だけでなく、

山間部でも集落があるところには必ずといっても良いほど見られました。カンサイタンポポはこ

れまでの近畿地方の調査からは平野部の農村地帯に分布するといわれていました。そのため、「タ

ンポポ調査西日本 2010」の他府県のスタッフからは、「香川県は平野部しかないのか!?」という

声が上がりました。多くの島嶼部でもカンサイタンポポが見られますが、坂出市の櫃石島と丸亀

市の小手島ではカンサイタンポポが見られませんでした。 



- 6 - 

 

 
図 6 カンサイタンポポの分布メッシュ 

図 7 にしめすように、シロバナタンポポの分布は散発的で、山間部にはほとんど見られません

でした。クシバタンポポは西南部の徳島県に近い山間部の 1ヶ所だけに見られました。 

 
図 7 シロバナタンポポとクシバタンポポの分布メッシュ 

大阪の本部から送られてきたクシバタンポポの分布図（図 8）を見ると、徳島県や愛媛県の香

川県の生育地に近い山間部にクシバタンポポが見られています。この分布図によれば、香川県に

おけるクシバタンポポの分布地点は四国の北限と言うことになりますが、クシバタンポポは中国

地方の山間部にも広く見られます。 
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図 8 
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４．総苞外片のそりかえりの程度と雑種タンポポ 

 在来タンポポと外来タンポポの違いを判別するのに、以前は、総苞外片が内片にくっついてい

るか、そりかえっているかによって区別していました。ところが最近ではそりかえりの程度が中

間的な雑種が多くなってきたといわれています。そのためタンポポ調査では図 9 にように調査の

時に総苞外片の反り返りの程度を５段階に区分して記録してもらっています。総苞外片のそりか

えり程度だけで雑種であるかどうかは判断できないのですが、花粉を顕微鏡で観察して、その大

きさがバラバラであったため、外来タンポポと判断されたタンポポのうち、総苞外片のそりかえ

り程度が、１－３である場合には雑種である割合が高いということが、2005 年の近畿地方の調査

結果からわかっています。総苞外片のそりかえりの程度についての香川県の集計結果を、図 10に

示しました。 

 
図 9 頭花の総苞外片のそりかえり程度の区分 

 

図 10より、カンサイタンポポでは段階１（上を向いてくっついている）の割合が最も高く 97％

を占めましたが、シロバナタンポポでは段階２（上にななめになる）の割合が最も高く 64.3％を

占めました。クシバタンポポは図示していませんが、段階１のサンプルがひとつだけえられてい

ます。カンサイタンポポでは段階２の割合が 2.6％だけ、段階３が１サンプルだけ見られました

が、段階４と５は見られませんでした。外来のセイヨウタンポポやアカミタンポポでは、いちお

う段階５（下にそりかえる）の割合が、それぞれ 41.2％と 57.9％というように最も高いのですが、

それ以外の段階も高い割合で見られます。段階１はセイヨウタンポポで１件だけで、アカミタン

ポポでは見られませんでした。しかしながら、不明の外来種では段階１の割合が段階２より高く

なっています。段階１の不明外来種の大部分は採集者からはカンサイタンポポと判定されたが、

花粉を観察するとバラバラであったサンプルです。種子も採集されていて、どう見てもカンサイ

タンポポであるが、花粉がバラバラであったサンプルも含まれています。 

今回の調査で雑種の解析を行っている大阪市立大学の伊東明氏によると、香川県のサンプルは、

アカミタンポポでは 12.2％（サンプル数 49）、セイヨウタンポポでは 50.0％（サンプル数 116）

が雑種だったそうです。19 府県の平均値は、アカミタンポポで 31.0％（サンプル数 336）、セイ

ヨウタンポポで 68.0％（サンプル数 278）でした（伊東ほか、2011）。こちらから送ったどのサン

図 10 
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プルが雑種でなく、どのサンプルが雑種であるのかということが、興味がもたれます。雑種の解

析を行っていただいたアカミタンポポの純粋種と雑種の分布メッシュを図 11 にしめしました。ア

カミタンポポでは、サンプルが高松市に偏っていることと、雑種の割合が低いために純粋種と雑

種の分布上の傾向の違いは明らかではありません。図 12にはセイヨウタンポポの純粋種と雑種の

分布メッシュをしめしました。セイヨウタンポポのサンプルは香川県全域に散らばっていますが、

図 12を見る限りでは、純粋種と雑種の分布パターンに違いは見られませんでした。 

 
図 11 アカミタンポポの純粋種と雑種の分布 

 

図 12 セイヨウタンポポの純粋種と雑種の分布 

 セイヨウタンポポの純粋種と雑種の総苞外片のそりかえりの程度を比較したのが図 13です。純

粋種では４か５がほとんどですが、雑種では３の割合が３割近くに増加します。２も１サンプル
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だけありました。しかしながら雑種でも３より４や５が高い割合で見られます。すなわち、総苞

外片のそりかえりの程度が、２や３のときは雑種である可能性が高いと言えますが、４や５だか

ら純粋種とは言えません。 

 

 日本産のカンサイタンポポは二倍体（2ｎ＝16）で有性生殖を行いますが、セイヨウタンポポは

三倍体（2ｎ＝24）で、無融合生殖と呼ばれる無性的な種子繁殖を行うと言われています（芝池・

森田、2002）。それにもかかわらず、なぜ雑種ができるのでしょうか？無融合生殖で種子繁殖す

るセイヨウタンポポも、なぜか花粉を作ります。三倍体であるため、花粉形成の過程で、染色体

が均等に分配されず、さまざまな染色体数の花粉が出来ます。受精能力のある一部の花粉が、日

本産の二倍体タンポポと接触したときに、セイヨウタンポポは花粉親として有性生殖に参加して、

雑種が出来たと考えられています（芝池・森田、2002）。 

 香川県ではセイヨウタンポポの 50％が雑種であったといっても、そのすべてが香川県で雑種に

なったというわけではありません。在来の二倍体タンポポがほとんど分布しない地域でも雑種タ

ンポポが分布します（伊東ほか、2011）。雑種タンポポも無融合生殖によって無性的に種子繁殖

をするようです（芝池・森田、2002）。そのため、そのような地域では過去に他の地域で形成さ

れた雑種タンポポが侵入して分布拡大をしていったと考えられます。香川県の雑種タンポポがど

こでどのようにして形成されたのか、あるいは形成されているのか、全く分かってはいません。

ＤＮＡレベルでの研究も含めて、野外で詳しい調査をしないかぎり、明らかにはならないでしょ

う。 

 

図 13 
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５．タンポポの生育地の様子 

 タンポポ調査では、タンポポが生育していた場所の様子を、A林や林のそば、B池の土手、C川

の堤防や川原、D田んぼや畑・果樹園・農道など、E神社や寺の境内、F公園・庭園・植え込み・

グラウンド・団地・家の庭など、G道路沿い・分離帯、H駐車場・造成地、Iその他、というよう

に区分して、もっとも近いものを選ぶようにしています。Aから Hまでの区分のうち、Aから Eま

では農村的な環境、F から H までは都市的環境を表していると大雑把にいうことができます。そ

れぞれのタンポポの生育地の様子の結果を図示したのが、図 14です。Iのその他としては、墓地、

用水路脇、線路脇、道路法面といった生育地が多くあげられていました。 

 

 図 14 より、在来のカンサイタンポポの生育地の約 57％が農村的な環境であるのに対して、ア

カミタンポポやその他の外来種の生育地の７割以上が都市的な環境であることが分かります。ま

た、外来種のセイヨウタンポポが、かなりの割合で田んぼや畑などの農地に見られ、逆に在来種

のシロバナタンポポの方がセイヨウタンポポより都市的環境に良く見られることがわかります。 

セイヨウタンポポの純粋種と雑種の生育地について同じような比較をしたのが図 15 です。図

15 を見ると、セイヨウタンポポの雑種よりも純粋種の方が農村的環境の生育地に良く見られるこ

とがわかります。純粋種と雑種を比べてみると、雑種の方が在来のカンサイタンポポの性質を取

り込み、農村的環境に進出していると考えられそうですが、この結果はそういう単純なことでは

ないらしいということを表しています。図 15から、鍵となるのは、生育地としての「農地」が実

際にはどのような農地であるのかということだと思われます。農地といっても昔ながらの畦畔が

残った農地なのか、基盤整備によって最近裸地化されたことのある農地なのかで大きく事情は変

わります。セイヨウタンポポの雑種の解析を行っていただいた 116 サンプルの生育地の様子を実

地に詳しく調べ直す必要がありそうです。 

 
図 15 

図 14 
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６．外来タンポポの割合 

これまでの近畿地方でのタンポポ調査の例にならって、香川県の外来タンポポの割合メッシュ

図を作成し、図 16に示しました。外来タンポポの割合メッシュ図は、カンサイタンポポのような

在来タンポポが、もともと広い範囲に分布していたような地域では意味がありましたが、もとも

と在来タンポポが分布していなかったか、分布していてもごくまれであるような地域ではあまり

意味がないのではないかということが、2005 年の近畿地方の調査結果からいわれるようになりま

した。しかしながら、香川県では図 6 からわかるようにカンサイタンポポは県下に広く分布して

います。また、以前と違って、外来タンポポが香川県内のどこででも見られるようになってきま

した。そうすると単にどちらも見られるということだけでなく、どちらが多いのかということが

重要だと考えられます。外来タンポポの割合は、それぞれの３次メッシュ内の全サンプル数に対

する外来タンポポのサンプル数の割合を計算した値ですが、３次メッシュ内にひとつしかサンプ

ルがえられていない場合には、それがたまたま外来タンポポであった場合には、外来タンポポの

割合は 100％になってしまいます。外来タンポポの割合を、図 16のように４段階で表示して、あ

る程度意味のある図にするには、３次メッシュ内に５つ以上のサンプルは欲しいところです。サ

ンプル数が５つ以上のメッシュは 343 メッシュで、全メッシュ数の 22.7％でした。 

 
図 16 外来タンポポの割合メッシュ 

 以上のような問題があることを念頭において図 16 を見てください。外来種の割合が 75％以上

のメッシュは、高松市の市街地部、坂出市から多度津町にかけての沿岸部など、都市化が進んだ

地域に多いことがわかります。島嶼部では、直島や小豆島の土庄港付近などで外来種の割合が高

いことがわかります。さらに、外来種の割合が 25％から 75％の範囲のメッシュについてまで目を

配ると、高松から琴平に行く国道 32 号線沿い、丸亀から善通寺、琴平、満濃を経て、三頭トンネ

ルに至る道、丸亀から観音寺を経て、豊浜に至る国道 11 号線沿いなどが、うっすらと見えてくる

ようです。観音寺市や三豊市では３次メッシュ内のサンプル数が５以上のメッシュはあまりない

のですが、沿岸部では外来タンポポの割合が高く、内陸部で低い傾向が見て取れます。サンプル

数が少なくても、全体に広く見渡せば、それなりの大まかな傾向は見て取れると言うことかもし

れません。 

 これまで、香川県全域でタンポポ調査が行われたことはありませんが、既に述べたように、故

和気俊郎氏によれば、1977 年時点ではセイヨウタンポポは香川県内の限られた地点でしか確認さ

れておらず、アカミタンポポが始めて確認されたのが 1978 年でした。それから、30 年以上の年

月が経過していますが、今回の調査で香川県でも大幅に分布拡大をしていることが明らかになり

ました。ぞれでも、図 16に見られるように外来タンポポの割合が多いところは限られており、香

川県全体で見ると在来のカンサイタンポポがまだまだ優勢です。 
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７．高松市におけるタンポポの分布 

 高松市の市街地部では、1980 年、1981 年および 1990 年に詳しいタンポポの分布調査を行って

います（末広ほか、1989；末広・新見、2010）。当時の高松市の市街地地図を使って、地図に書か

れた道をすべてまわって見つけたタンポポを記録するというものですが、今回の調査でも住宅地

図を使って、一定の範囲の道をすべてまわりました。その結果が、図 17 です。赤線で囲まれた範

囲が詳しい調査を行った範囲です。図 17では、その範囲外でも香川植物の会の方などから寄せら

れたタンポポの分布地点をしめしています。分布地点数が多く、かなり見にくい図ですが、外来

タンポポと在来のカンサイタンポポの分布の違いがわかると思います。 

 

図 17を見れば、高松市の市街地中心部はほとんど外来タンポポだけで占められていることがわ

かります。さらに琴電の琴平線沿いでは、ほぼ太田駅くらいまで、東は屋島のふもとの市街地あ

たりまでが、ほとんど外来タンポポだけで占められています。外来タンポポそのものは調査範囲

の南端まで多く分布しています。それにたいして、在来のカンサイタンポポは市街地中心部には

ほとんど分布していませんが、南の郊外に行くにしたがってカンサイタンポポが分布するように

なってきます。紫雲山から石清尾山にかけての山裾や屋島の山裾では、市街地に接していてもカ

図 17 
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ンサイタンポポが分布しています。姥ヶ池墓地などの古くからある墓地では、かなりまとまった

個体数のカンサイタンポポが生育しています。また、平野部でも、旧高松市の春日川より東の地

域、香東川より西の地域ではかなり北部までカンサイタンポポが分布しています。 

 香川県では、1971 年に都市計画法の制定を受けて、丸亀市から旧牟礼町までの沿岸部を「香川

中央都市計画区域」として、「市街化区域」、「市街化調整区域」、「都市計画区域外」に線引きしま

した。「市街化区域」を取り囲むように「市街化調整区域」があり、「市街地調整区域」では開発

行為が抑制され、農地として基盤整備事業等が行われてきました。線引きは最初の制定後、何度

か見直しがされ、2004 年には廃止されているようですが、それまでの香川県の土地利用状況に大

きな影響を与えていると考えられます。図 18 に 2003 年 4 月発行の最後の線引き地図をもとに描

いた区分地図をしめしました。 

 
図 18 「香川中央都市計画図」における高松市周辺の「市街化区域」と「市街化調整区域」の線引き 

図 18の赤色部分が「市街化区域」、緑色部分が「市街化調整区域」で、「市街化区域」はさらに

細かく用途区分されていますが、図 18では省略しています。また、旧高松市の範囲外である旧国

分寺町と旧香川町も都市計画区域を用途区分しています。図 18ではその範囲を「市街化区域」と

して赤く塗っています。 

高松市の外来タンポポとカンサイタンポポの分布範囲を大雑把に見ると、旧高松市の「市街

化区域」の線引きに一致しているように見えます。外来タンポポの分布範囲は「市街化区域」に

ほぼ一致し、カンサイタンポポの分布範囲は「市街化調整区域」にほぼ一致するように見られま

す。そして、南部の仏生山周辺は市街化区域であっても農地が残っているため、外来タンポポと

在来のカンサイタンポポが混在し、さらに南部の旧香川町でも、同様にタンポポも混在している

ということのように見えます。 
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８．綾川町畑田周辺のタンポポ分布 

 高松市の市街地部ではなく、郊外の農村地帯ではどうでしょうか。図 19には綾川町畑田付近の

タンポポの分布調査結果をしめしました。赤線で囲んだ範囲が高松市の市街地部と同じように住

宅地図を使って詳しい調査を行った範囲です。３次メッシュで言えば、わずか 2×2＝4 メッシュ

分程度の広さです。昨年の中間報告でも紹介しましたが、香川県綾川町畑田の高松琴平電鉄琴平

線の挿頭丘駅周辺のあちこちに住宅団地がありますが、全体としてはまだまだ農耕地の広がる香

川県の典型的な郊外の農村地帯です。ここでは高松市市街地部とは逆にカンサイタンポポが広く

分布しています。しかしながら、そのあいだに外来タンポポが点々と分布していることがわかり

ます。それも住宅団地とその周辺に限るといったことではなく、農耕地周辺にも外来タンポポが

分布しています。点々と外来タンポポが分布していても、在来のカンサイタンポポの方が多いた

め、この地域では図 16の外来タンポポの割合は 25％以下となります。 

 
図 19 
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９．高松市の過去のタンポポ分布 

高松市の市街地部において、1980 年と 1981 年、その 10 年後の 1990 年に詳しいタンポポの分

布調査を行っている（末広ほか、1989；末広・新見、2010）ということはすでに述べましたが、

その結果をもとに新たに色刷りの分布図を作成しました。1981 年の分布図を図 20 に、1990 年の

分布図を図 21にしめしました。 

図 20 の下敷きになっているのは 1978 年の地形図ですが、1981 年の外来タンポポの生育地は、

住宅密集地としてしめされた紫雲山以北の香東川と御坊川に挟まれた範囲と、屋島の南側の住宅

地という高松市市街地部のごく限られた範囲でしか分布していなかったことが分かります。1981

年の調査では高松市の市街地部以外でも、大まかにですが外来タンポポの有無を調査しています。

その結果、市街地中心部以外に外来タンポポは発見できませんでした（末広ほか、1989）。また、

市街地の本当に中心と言える地域では外来タンポポも分布していないことが分かります。外来タ

ンポポを取り囲むようにして在来のカンサイタンポポが分布していますが、良く見ると北部の埋

め立て地にも分布していたことが分かります。この調査を行った当時は、大阪の市街地で外来タ

ンポポが広がっていることが注目され始めた頃です。故和気俊郎氏は、1977 年発行の「香川生物」

第 6 号で、「1955 年以前には高松市幸町にセイヨウタンポポが見られた」と指摘しています（和

気、1977）。つまり、1981 年は高松市にセイヨウタンポポが侵入してから 25年以上たっていると

いうことです。そのわりにはセイヨウタンポポの分布範囲が広がっていないというのが、当時の

印象でした。 

 
図 20 高松市市街地部の 1981 年のタンポポの分布 
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 図 21 は、図 20の 9年後の調査結果です。外来タンポポの分布は 1981 年より住宅密集地域全体

に連続的に分布するようになっており、やや分布範囲が広がっています。また、市街地中心部の

外来タンポポが分布しない地域がやや狭まっているように見えます。市街地郊外でも点々と外来

タンポポが分布するようになっています。図 21 でしめした範囲外での調査は行っていませんが、

外来タンポポはこの範囲外にも分布していた可能性はあります。 

 
図 21 高松市市街地部の 1990 年のタンポポの分布 

 今回の高松市の分布調査結果は 20 年から 30 年ぶりとは言え、外来タンポポが急激に分布を広

げていることが分かります。1981 年、1990 年および今回の詳しい分布調査の結果をもとに、１㎞

×１㎞メッシュ内の外来種の割合メッシュを作成して比較したのが、図 22 です。図 22 の A と B

は、末広・新見（2010）の図をもとに作成したものです。１㎞×１㎞メッシュと言っても、調査

範囲の境界、海との境界のメッシュは 500ｍ×500ｍメッシュで計算しています。また、メッシュ

の切り方は、図 22A、B と図 22C で異なっています。東西を横切る黒い太線は、２万５千分の１地

形図の「高松北部」と「高松南部」の境界を表しています。 

図22を見ると1981年から1990年の間でも外来タンポポが着実に分布を広げていることが分か

ります。さらに 1990 年から 2009 年・2010 年の間では 20 年ぶりとは言え、大幅に分布を広げて

いることが分かります。 
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図 22 高松市市街地部の外来タンポポの割合メッシュ 
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10．外来タンポポの分布拡大の原因 

このような外来タンポポの分布拡大の大きな原因は、都市化の拡大によるものであることが早

くから指摘されています（木村・四井、1975 など）。高松市の 1981 年と 1990 年のタンポポの分

布調査結果と、その間の都市化の進行との関係を調べた結果からは、高松市でも都市化の進んだ

地域に外来タンポポが分布しているが、都市化の進行にやや遅れて外来タンポポの分布拡大が起

こっていると判断されました（末広・新見、2010）。すでに指摘したように、高松市で外来タンポ

ポの分布が集中している範囲は「市街化地域」とほぼ一致しているように見えます。高松市でも、

市街化地域内の都市化の進行とともに外来タンポポは分布を広げてきたと言えそうです。 

いっぽう、近年の急激な分布拡大の原因のひとつに、雑種タンポポの存在が注目されています。

外来のセイヨウタンポポやアカミタンポポが、在来のタンポポと雑種化することによって、在来

タンポポの性質を獲得し、その生育域にまで分布を拡大しているのではないかというものです（芝

池・森田、2002；渡邊ほか、1997）。香川県の雑種セイヨウタンポポについての、図 12や図 15 に

示された結果は、雑種だけでなく、純粋種も農村地域に分布拡大していることを示しており、急

激な分布拡大の原因は雑種タンポポが原因とばかり言えないようです。ひとくちに雑種タンポポ

と言っても、その生態的な性質はさまざまであると考えられます。雑種タンポポの生態的な性質

についての研究は、まだまだ断片的な研究（保谷、2010）しか行われておらず、今後の課題です。 

 

11．香川県のタンポポ調査に協力いただいた団体等 

香川県でのタンポポ調査は、以下の団体の協力を得て行われました。ご協力有り難うございま

した。団体名には団体として正式に決定しての参加ではなく、調査参加者の所属団体名も含まれ

ていますので、ご了承ください。 

香川植物の会、香川生物学会、みんなでつくる自然史博物館・香川、香川県高等学校教育研究

会生物・地学部会、香川大学教育学部、香川大学教育学部附属高松中学校、香川大学農学部、香

川県立丸亀高校、香川県立高松西高校、高松市立高松第一高校、香川県立土庄高校、香川県立高

松高校、香川県大手前高校、香川県立高松桜井高校、坂出市立櫃石中学校、香川県立丸亀城西高

校、香川県立香川中央高校、香川県立高松東高校、香川県立津田高校、香川県みどり保全課、香

川県立五色台少年自然センター自然科学館 

 また、香川植物の会の久米修、福家英樹、藤本博文、佐藤明、藤本史代、新居正敏の各氏から

は 100 を超える多くのサンプルを提供していただきました。本当に有り難うございました。 
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