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隠岐の植物仲間への私信をそのまま転載したものであるが，長いので読みやすくなるよう小見出し

を付けた。相手が植物を知っている人なので細かな説明は省いてある。しかし，オキタンポポの特

異性とセイヨウタンポポの怖さは感じ取って頂けると思う。 
 

 ----------------------------------------------- 

   タンポポのことは不勉強 

世間がなんか騒がしいとは思っていましたが（西日本タンポポ調査），私自身は今までタンポポをち

ゃんと調べたことがありません。隠岐には一種類しかなくて楽でいい，などと呑気なものでした。今

「隠岐雑俎」を開いてみたらエゾタンポポとなってますが，岡部武夫さんはさすがですね。これに一

番似ているように思います。また，シロバナタンポポ（五箇の山田）という記録もありましたが，これは

本土側から一時的に入ったものか，オキタンポポの白花品ではないでしょうか。 
 

もっとも，当時オキタンポポは既に記載・発表されていたわけですが，時代が時代ですのでその情

報が得られないのは当然です。今でさえ図鑑に載っていないくらいですから。ちなみに，私は木村

先生に教わりましたが，木村先生は丸山先生から直接聞かれたはずです。 
 

   基準標本のラベル 

 和名：   オキタンポポ  

 学名：   Taraxacum maruyamanum Kitamura 

 原記載：   植物分類地理. 第 6巻 (1937年)  p.20 - p.21 

 産地：    島根県隠岐郡知夫村 

 採集年月日：  1936. 5. 14 

 採集者：   丸山 巌 

 現行学名：  Taraxacum platycarpum Dahlst. subsp. maruyamanum (Kitam. ) Morita  
 

・・・・これは首都大学東京の牧野標本館に収蔵されている副基準標本のものです。タイプ標本（正

基準標本）は京都大学にあるようです。副基準標本（Isotype）とは「タイプ標本（Holotype）と一緒に

採集し同時に作られた標本」のことらしいです。 
 

   図鑑に載っていない 

それにしても，小学生までオキタンポポは「隠岐だけにある」などと言っていますが，根拠は何なん

でしょう。オキタンポポの載っている図鑑や解説書の類は見たことがないのですが。唯一，大井博

士の“日本植物誌”には出て来ますが，一般の人が持っているようなものではありません。他には 



“Flora of Japan (1995)” があり，はっきり「Japan: Shimane Pref. (Oki Ilands). Endemic.」となっていま

すが，これを目にする機会はまずないでしょう。 
 

   原記載者も冷遇 

オキタンポポの原記載者である北村先生さえ，保育社の図鑑（1957）に取り上げていません。これ

には大いに落胆したものです（私が初めて手にした本格図鑑）。この図鑑にはタンポポ属 22種のう

ち 17 種が並んでいますが，オキタンポポは抜けています。「日本産種のすべてをあげた」ことにな

っているにもかかわらず。あまり重要視されてないことがうかがえます。現在の基本図鑑といえる平

凡社版（1981）でもこの扱いは変わっていません。蛇足ですが，杉村先生の目録にもオキタンポポ

はありません（笑）。平凡社の図鑑に引きずられてウッカリしたのでしょう。 
 

   オキタンポポの現行学名 

実は以前から，タンポポの専門家である森田竜義博士の解説を通じて，オキタンポポが特別な存

在であることは知っていました。雑誌「植物と自然」（1980），雑誌「プランタ」（1993），朝日百科「植

物の世界」（1994）。 
 

最初は北村先生によって独立種として記載されたわけですが，その後森田教授によって以下のよ

うに見直しされています。氏のかねてからの主張なんですが，正式な発表は 1995 年の“Flora of 

Japan”でした。現在の標準はこれです。 
 

Ⅰ． カンサイタンポポ  Taraxacum japonicum Koidz. 

Ⅱ． カントウタンポポ            platycarpum Dahlst.  

 ①  〃 （狭義）                   subsp. platycarpum 

  ①’ トウカイタンポポ                  var. longe-appendiculatum (Nakai) Morita 

 ② シナノタンポポ                 subsp. Hondoense (Nakai ex H. Koidz.) Morita 

 ③ オキタンポポ                  subsp. maruyamanum (Kitam.) Morita 
 

カンサイタンポポとカントウタンポポとの 2 種に分け，カントウタンポポの 3 亜種の 1 つとしてオキタ

ンポポを位置づけました。この見解を知った時「オキタンポポの格が上がった」と嬉しくなったことを

思い出します。それまで有象無象の中に埋没していたものが，きちんとしかるべき場所を得たという

ことです。ここにある5種類は「低地性2倍体タンポポ」と言われているものですが，その意味と背景

をメモしておきます。 
 

   タンポポは難しい 

(1) タンポポ属は世界に約2,000種が分布する。この属は基本的に未分化な状態にあり，無融合生

殖（無性生殖）が多く，容易に雑種も作り，分類は難解を極める。 

・・・・クローンでどんどん増え，かつまた他の種と雑種を作る能力もある。タンポポに限らず大体こう

いうのは種の歴史が新しく（数 1000 年レベル），現在進化のただ中にあって色々テスト中なんだろ



うと思います。純然たる無性生殖は極めて効率がよく一時的には大繁栄しますが，歴史の教えると

ころではやがて枕を並べて討ち死に。環境が不利になると対応ができず，最終的には有性生殖種

だけが残って来ました。つまり，有性生殖によって遺伝子を混ぜ合わせ，玉石混淆の色々な子供

を敢えて作っておきます。一見無駄に見えるこの行為が，環境の変化を生きのびる可能性を高め

ているわけです。コストのかかる厄介な有性生殖が（人間界でも事情は同じ），単細胞生物にまで

例外なく行き渡っている理由です。 
 

   日本は有数のタンポポ産地 

(2) 日本列島はタンポポの多様性の高い地域として有名で（5 大地域の 1 つ），今までに 100 種以

上が記載された。ちなみにイギリスでは 132種。 

・・・・このうち 80 種余りを記載したのが，当時松本高校の小泉秀雄先生で分類学者小泉源一博士

（大井・北村両博士は教え子）の実弟です。兄と違い「傍流・不遇の学者」とされるこの人の孤独に

興味を持ち，伝記を読んだことがあります。鬼気迫る精細な“タンポポ図譜”も購入してしまいまし

た。 
 

   北村先生による大整理 

(3) これを北村四郎博士が「22種 4変種 8品種」にまとめあげた（“Compositae Japonicae” 1957）。 

・・・・これは混乱を整理したすぐれた業績とされ，その後のタンポポ分類の基本になっています。も

ちろんオキタンポポも 22分の 1として含まれます。ちなみに，その後の森田先生の整理結果は「15

種３亜種２変種」です。 
 

   有性生殖は 2 倍体種だけ 

(4) タンポポ属のほとんどの種は 3 倍体以上の倍数体で，倍数体はみな受粉によらない無融合生

殖（無性生殖）を行う。正常な有性生殖をする2倍体タンポポの産地はごく限られていて，日本以外

では地中海沿岸・台湾北部・済州島・朝鮮半島の一部の 4ヶ所が知られているに過ぎない。 

・・・・有性生殖をするタンポポ（＝2 倍体）は日本で最も繁栄しているということです。本州中央部を

中心に分布範囲も広い。ただ種の数でいえば，日本でも無性生殖の倍数体タンポポの方が圧倒

的に多いです。 
 

   低地性とは 

(5) 日本の 2 倍体タンポポは，北海道の 2 つの高山にある（それぞれ 1 種ずつ）2 種と，本州中部

から北九州におよぶ低地にある，カンサイ・カントウ・トウカイ・オキ・キツネ・センダイ・セイタカの 7

種からなる。 

・・・・やっと「低地性2倍体タンポポ」にたどり着きました。北海道の 2つを除いた 7種のことです。こ

れを上記の「2種 3亜種 1変種」に整理したのが森田教授です。なお，シナノタンポポというのは森

田氏が新たに定義したもので，エゾタンポポに含まれていた 2 倍体種を分離したものです（中部～



東北南部）。 
 

   芹沢博士の考察 

今回初めて，オキタンポポの“分類上の位置”を調べる羽目になりました。この前書いた“隠岐のテ

ンナンショウ属”からのつながりです。芹沢俊介教授（愛知教育大）の関係論文を捜していて，“オ

キタンポポは独立種である（植物分類地理 2007）”があることを知りビックリしたのです。 
 

上記の森田説に疑義を呈しているのが芹沢説で，「低地性 2 倍体タンポポ」を以下の 2 種とすると

いう過激なものです。残りの 6種が全部ニホンタンポポ（新称）というのは，さすがに本人も苦笑して

いる感じですが，森田説に矛盾があってこうならざるを得ないという見解です。 

 Ⅰ．オキタンポポ    Taraxacum maruyamanum Kitam. 

 Ⅱ．ニホンタンポポ   Taraxacum platycarpum Dahlst. 
 

オキタンポポが特別なものである根拠として，以下のことが挙げられています。この部分に関しては

納得ができます。 
 

① 「（低地性 2倍体タンポポの地理的変異は）基本的に西南日本から東北日本に向かって頭花が

大きくなるクラインと，日本海側から太平洋側に向かって総苞外片の先端が伸張するクラインの組

み合わせで説明できると思う。このように見れば，このクラインに乗らないオキタンポポだけが別種

で，他の低地性 2倍体種はニホンタンポポ 1種にまとめられるべきである」。クライン＝漸次的変異，

変化の傾き。総苞外片の先端＝小角突起。 

・・・・森田説は「カントウタンポポとの形態の近似」を重視してその亜種。芹沢説は「カントウタンポポ

とは距離が離れすぎ」という地理的条件を重視し，しかも同一分布圏のカンサイタンポポとははっき

り異なるので独立種。これは何を優先するかの違いで両方ともあり得ると思われます。 
 

・・・・ちなみにカンサイタンポポの分布ですが，中心は近畿地方で，そこから中国と四国の瀬戸内

側を通って，北九州の沿海地に達しています。残りの西日本には 2倍体タンポポは全く分布してい

ません。島根県でいえば，鳥取県西部から山口県までの山陰側は空白地帯で，オキタンポが孤立

している形です（離れ座敷）。杉村先生の目録等によると，島根県本土側に多いのはシロバナタン

ポポで，ヤマザトタンポポがやや普通，稀にクシバタンポポとケンサキタンポポという感じです。鳥

取県も事情は同じのようです。なお，森田説ではヤマザトタンポポはクシバタンポポのシノニムに落

とされています。ケンサキタンポポは近畿・中国の日本海側に固有のものだということです。 
 

・・・・私は高知市に住んでいたことがありますが，高知の人はタンポポは白いものと思っています。

一度だけ市内で黄色いタンポポを見たことがありますが，人家の花壇に植えてあったものです。ホ

ゥ～と思いました。九州の広大な部分はどうなっているかと調べたら，やはりほとんどがシロバナタ

ンポポでツクシタンポポが少々という感じです。そして，東北中部～北海道はエゾタンポポが主の

ようです。これらはすべて 3倍体以上の無融合生殖種です。 



 

② 総苞の色と総苞外片の開出の仕方が他とは異なる。 

・・・・詳細は省略しますがこれは新しい知見と思われます。ご自身で隠岐 4 島を歩いて採集してい

ます。 
 

③ 核型が他の 2倍体タンポポとは異なる。 

・・・・これにつては，“日本産タンポポ属の核型分析Ⅰ オキタンポポ，カンサイタンポポ，カントウタ

ンポポ（山口聰 1974）”という論文が引用されています。その後富山大学グループの，“日本産低

地性 2 倍体タンポポの染色体の研究（Kyoko Sato, Yoshikane Iwatsubo, and Naohiro Naruhashi 

2007）”で追認されました。この論文の末尾に「核型分析の結果は，オキタンポポとニッポンタンポ

ポの 2種を認める芹沢の説を支持する」とあります。 
 

以上です。加えて，残り全部をニッポンタンポポ 1 種にまとめた理由も書いてありますが，種やその

変異をどう捉えるかという考え方の違いが関係してきます。オキタンポポを独立種とするのはよいと

して，カンサイタンポポ・カントウタンポポを独立種として立てる森田説もあり得るような気がします。 
 

論文中に「このような問題は，一般的には分子生物学的手法を用いて系統関係を明らかにすれば，

それで決着がつく。しかし低地性 2 倍体タンポポの場合は交雑が複雑に起きている可能性がある

から，他の面からの検討が必要である。」と述べている部分があります。この前半の「分子生物学的

系統関係」の解明，実はこれをやったと思われる論文があるのですが，全く言及されていません。

何故なのか理由はよく分かりません。 
 

   遺伝子の DNA 分析 

“東アジアにおけるタンポポ属の倍数性種分化の分子系統学的解析（森田竜義・西野貴子 1996）”

がその論文です。現在原論文を取り寄せ中ですが，この論文の要約を読んだ限りでは，台湾のタ

カサゴタンポポから最初に分岐したのはオキタンポポで，他のカンサイタンポポやカントウタンポポ

類とは系統が違います（互いに姉妹群）。オキタンポポの特殊性は前記染色体の分析結果からも

予測ができますが，その事実が分子レベルで実証されたということでしょうか。日本で一番古く分化

した有性生殖タンポポ。驚きました。隠岐の植物中最も貴重なものと言えそうです。オキシャクナ

ゲ・オキノアブラギク・オキノアザミとはちょっと桁が違うような。 
 

最初の 2 分岐の部分は芹沢説の通りだったということです。ただその次にカンサイタンポポが分岐

し，カントウタンポポ類と姉妹群になるところは一致しません。ちなみに，森田さんと芹沢さんの仲が

悪いわけではありません。お互いに情報を交換し協力しているようです（当然ですが）。森田さんは

純粋のタンポポ屋で（博士論文もタンポポ），守備範囲はせいぜいタンポポ亜科（ニガナなど白い

乳を分泌する仲間）までというところでしょうか。 



   遺伝子汚染の恐怖 

今回初めて知った生ける化石のようなオキタンポポ。にわかにセイヨウタンポポによる“遺伝子汚

染”が心配になって来ました。しかし最近流行っているこの言葉，考えてみるとどうも意味がはっきり

しません。オキタンポポ自身の遺伝子が“汚染”されるわけはないでしょう。オキタンポポはいつま

で経ってもオキタンポポのままです。普通，在来種 vs.帰化種と言えばニッチの競合・奪い合いを意

味します。ニッチ niche：隙間，生育適所，生態的地位＝場所＋環境。 
 

オキタンポポがセイヨウタンポポ T. officinale に駆逐されやがて消滅する日が来るんでしょうか。私

は今まで「ニッチが違うわい」と高を括ってきました。田園の丈の高い草が生えるような土壌の深い

場所と，市街地の直射日光が照りつけるカラカラに乾く裸地，競合が起こるはずがないと思ったの

です。つまり，セイヨウタンポポはオキタンポポの生育域にはとても入り込めないと。この推測は，初

期の“真の”セイヨウタンポポに対しては間違っていなかったようです。 
 

   セイヨウタンポポが化けた 

ところがここ 10数年の間にすっかり事情が変わって来ていました（各種論文を読んでの付け焼き刃

ですが）。セイヨウタンポポに見えるものの 90％以上が，実はニホンタンポポ（2倍体の在来種）とセ

イヨウタンポポの雑種であることが分かって来たのです。以前はそうではありませんでしたが，今や

“真の”セイヨウタンポポは絶滅危惧種となり，この在来種との雑種（“見かけの”のセイヨウタンポポ）

の天下になっているんだそうです。つまり敵が変身したのでした。 
 

「受粉せずに年中種子を作り続け，すぐに発芽」というセイヨウタンポポの繁殖力に加え，ニホンタ

ンポポの遺伝子に由来する「在来種のニッチへ適応できる能力」の獲得。両方のいいとこ取りの「ス

ーパータンポポ」の出現です。こいつら同士が，あるいはこれとニホンタンポポがまた交配し（戻し

交配），クローンも混っていよいよわけが分からなくなって来ます。最近の調査では「田畑の周辺で

も 100％が雑種セイヨウタンポポ」という地域も出て来ているそうです。 
 

山陰地方（隠岐を除く）には2倍体タンポポの自生がないので，あるいは多少事情が違うかもしれま

せん。取りあえず陵辱（交配）のターゲットは有性生殖の 2倍体種ですので。 
 

   汚いやり方 

自分の能力だけではニッチを奪えないので，在来種を強姦して両方の能力を合わせ持った子孫を

作る。セイヨウタンポポが父親（花粉親）です。こういうずる賢い戦略を“遺伝子強奪”と言うんだそう

です。普段は無融合生殖なので花粉は要らないくせに，ちゃんと用意をしているんですね（両刀遣

い）。その逞しさに感嘆してよいのか，やり方が汚いと憎むべきなのか。 
 

上の方に書いた「有性生殖の 2 倍体タンポポは世界の少数派で分布地が限られている」，そうなっ

た理由が想像できるような気がします。2 倍体タンポポの聖地日本も，いずれ倍数体に占領される

んでしょうか。なお，同じ帰化種でもアカミタンポポ T. laevigatumは多少事情が違い，雑種を作る能



力（有性生殖）はそれほどでもないようです。 
 

   今後どうなることやら 

まだ都会地でも，郊外田園の二次林内・林縁では在来種が“優占”しているようですが，いつまで持

ちますか。隠岐も田舎だからと安心しているわけには行かなくなりました。限りなくオキタンポポに

近い雑種タンポポが覇権を握り，純血のオキタンポポはどんどん消えて行く。隠岐は狭くて逃げ込

む場所もないし。なるほど“遺伝子汚染”とはこういうことでしたか。 

----------------------------------------------- 

 

  【付 記】 

前述した遺伝子の DNA 分析に関する論文を見たら，系統樹が以下のようになっていた。ウェブ上

に公開されている“研究概要”が，本文の内容と一致していない。最初に分岐したのがカンサイタン

ポポでその後オキタンポポが分岐している。国立の機関が作成しているウェブサイトなのだが困っ

たものだ。誰が研究概要を書いたのだろうか。 
 

いずれにしても，オキタンポポが独立種である可能性は高い。その点では芹沢説を支持する結果

となっている。しかし，カンサイタンポポをカントウタンポポのグループと同一視するのは無理がある。

カンサイタンポポ・オキタンポポ・カントウタンポポの3種を認めるのがよさそうに思われる。森田説と

芹沢説の間をとった形だ。 

 タカサゴタンポポ  Taraxacum formosanum

 カンサイタンポポ  T.  japonicum

 オキタンポポ  T.  platycarpum ssp. maruyamanum

 カントウタンポポ  T.  platycarpum

 トウカイタンポポ  var. longeappendiclatum

 シナノタンポポ  ssp. hondoense

 

この系統樹の根元は中国大陸にあるはずであるが，もはや中国本土には 2 倍体タンポポは残って

いないという。分化（進化）が進んだのは随分昔の話だということになる。 
 

（要約） オキタンポポは，世界でも数少ない有性生殖種である。 

 古い時代に進化した由緒正しい純血種で，隠岐だけに産する。 

 



 【 追 記  2021.1.29 】 

オキタンポポの学名が森田竜義博士自身によって，以下のように変更された。 

『改訂新版 日本の野生植物 （平凡社 2017）』に拠る。 

カントウタンポポの亜種から独立種へ。原記載に戻ったことになる。YList もこれに従っている。 

 

Taraxacum platycarpum Dahlst. subsp. maruyamanum (Kitam.) Morita 

⇒  Taraxacum maruyamanum Kitam. 


