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要旨
　筆者らは，2012年6月，石川県金沢市山川町の内川スポーツ広場にて，キク科外来植物のキバ
ナコウリンタンポポPilosella caespitosa (Dumort.) P.D.Sell et C.West. およびハイコウリンタンポポ
Pilosella officinarum F. Schultz & Schultz-Bip. が同所的に生育しているのを確認した．石川県初記
録である両種の形態的特徴について報告する．
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はじめに
　筆者らは，2012年6月，石川県金沢市山川町の内
川スポーツ広場にて，キク科外来植物のキバナコウ
リンタンポポPilosella caespitosa (Dumort.) P.D.Sell 
et C.West. およびハイコウリンタンポポPilosella 
officinarum F. Schultz & Schultz-Bip. が同所的に生
育しているのを確認した．2種ともコウリンタンポ
ポPilosella aurantiaca （L.） F.Schultz et Sch.Bip. に
類似しているが，2種の花色は黄色であり，コウリ
ンタンポポの暗紅色の花色とは異なる．
　2種のうち，1種は日本帰化植物図鑑写真図鑑（清
水ほか，2001）等に掲載されている同属のキバナ
コウリンタンポポ，もう1種は帰化植物メーリング
リスト（農林水産技術会議事務局農林水産研究セン
ターに開設）で情報交換がなされていたハイコウリ
ンタンポポと考え，形態的特徴を詳細に検討した．
　キバナコウリンタンポポは北海道では各地に広が

っているとされ（清水ほか，2001），ハイコウリン
タンポポは北海道内数カ所で採集・確認されている

（持田，2012）．石川県では両種の記録はこれまで
無く，新産外来種として報告する．

生育環境
　キバナコウリンタンポポとハイコウリンタンポポ
が生育していた内川スポーツ広場は，芝生の広場が
多い運動公園である．両種は，公園内の法面で，オ
オキンケイギクCoreopsis lanceolata L.，フランス
ギクLeucanthemum vulgare Lam.，ヤナギハナガサ
Verbena bonariensis L. などとともに群生している

（図1）．この法面は，金沢市による特定外来植物の
オオキンケイギクに対する防除試験の実施箇所であ
る．キバナコウリンタンポポは原野や休耕田に生え
るとされ（清水，2003），両種とも開けた草地に定
着していると思われる． 
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 形態的特徴
【キバナコウリンタンポポ】
　草丈は約50cmで，花茎が伸長する（図2, 3）．頭
花は10 ～ 20個程度が複散房状につき，径約1cm
であった．舌状花は黄色で，背面も同色である

（図4）．総苞には，黒色の剛毛と腺毛と星状毛が生
える（図4）．

図１　キバナコウリンタンポポおよびハイコウリンタン
ポポの生育地

手前右にキバナコウリンタンポポ，手前左にハイコ
ウリンタンポポが生える．後方右にオオキンケイギ
クCoreopsis lanceolata L.， 後 方 左 に フ ラ ン ス ギ ク
Leucanthemum vulgare Lam. が生える．（2012年6月7日　
本多郁夫撮影）

図２ キバナコウリンタンポポ
草丈は約50cmである．（2012年6月7日　本多郁夫撮影）

図３ キバナコウリンタンポポの頭花
10～20個程度の頭花が複散房状につく．（2012年6月7日　
本多郁夫撮影）

図４ キバナコウリンタンポポの頭花の背面
舌状花は黄色で，背面も同色である．総苞には，黒色の
剛毛と腺毛と星状毛が生える．（2012年6月7日　本多
郁夫撮影）
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【ハイコウリンタンポポ】
　草丈は約20cmで，花茎は分枝しない，または1
本の枝を出す（図5）．頭花は径約2.5cmであった．
舌状花は黄色で，最も外側の舌状花の背面には橙赤
色の筋が入る（図6）．総苞には，基部が黒く先端
が腺になった腺毛，基部が黒く先端が細長く伸びた
白長毛，星状毛が生える（図7）．葉は根生し，表
面には白長毛が散生し，裏面には白長毛が密生す
る．根際から匐枝を出し，匐枝は白長毛に覆われて
いる（図8, 9）．
 

考察
　コウリンタンポポ属のコウリンタンポポ，キバナ
コウリンタンポポ，ハイコウリンタンポポは，ヨ
ーロッパ原産の外来種である（清水，2003; 持田，

図５ ハイコウリンタンポポ
草丈は約20cmである．（2012年6月7日　本多郁夫撮影）

図６ ハイコウリンタンポポの頭花の背面
舌状花は黄色で，最も外側の舌状花の背面には橙赤色
の筋が入る．（2012年6月7日　本多郁夫撮影）

図７ ハイコウリンタンポポの総苞
総苞には，基部が黒く先端が腺になった腺毛，基部
が黒く先端が細長く伸びた白長毛，星状毛が生える．

（2012年6月7日　本多郁夫撮影）

図８ ハイコウリンタンポポの匐枝
根際から匐枝を出す．（2012年6月7日　本多郁夫撮影）

図９ ハイコウリンタンポポの匐枝
匐枝は白長毛に覆われている．（2012年6月7日　本多
郁夫撮影）
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2012）．いずれも導入初期は，北海道を中心に帰化
が認められている（長田，1972; 清水ほか，2001; 
持田，2012）．コウリンタンポポは全国に見られ
るが（清水ほか，2001），キバナコウリンタンポ
ポは北海道，岩手県に帰化しているとされ（清水，
2003），全国各地への広がりはまだ見られないと思
われる．ハイコウリンタンポポは帰化植物図鑑等へ
も掲載されていない新しく定着したばかりの外来種
であり（持田，2012），他地域からの報告に注目し
たい．キバナコウリンタンポポ，ハイコウリンタン
ポポの生育地は芝生が多い公園内であり，これらの
導入経路は同じ法面に生育するヨーロッパ原産のフ
ランスギク同様，芝生緑化施工の種子に混入したこ
とによると思われる．
　筆者らは，確認したハイコウリンタンポポの形態
形質のうち，外側の舌状花の背面に入る橙赤色の筋

（図6）は大きな特徴であると考えているが，この
形質はBishop & Davy（1994）のヨーロッパ産のハ
イコウリンタンポポの記述と一致する．一方，石川
県産のハイコウリンタンポポは，持田（2012）の
報告した北海道産の個体より大型であり，種内変異
の可能性がある．ヨーロッパでは，少なくとも5つ
の倍数性が確認されており，地域間の形態的変異も
認められている（Bishop & Davy, 1994）．高次の倍
数体では，植物体が大きくなる傾向があるが（Leitch 
& Bennett, 1997），石川県産のハイコウリンタンポ
ポは北海道産のハイコウリンタンポポとは倍数性が
異なるかもしれない．
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