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2019年春の調査が終了しました。タンポポ調査へ

のご協力ありがとうございました。お送りいただい

た調査用紙やサンプルを各府県事務局で確認して，

今年度分のデータ入力を行い，集計作業を進めてい

きます。 

１．調査用紙の提出締め切り：６月10日 

今年度の調査用紙は，６月10日までに各府県の事

務局にお送りください。よろしくお願いします。そ

れ以降になっても次年度のデータと合わせて集計し

ます。遅くなってもお送りください。 

２．他府県で調査された用紙は，原則としてそれぞ

れの府県にお送りいただくことになっていますが，

郵送料もかかりますので，まとめて所属府県か大阪

の事務局へ送っていただいても結構です。 

来年度も引き続きタンポポ調査を行います。今年

度の調査と合わせて２年分で最終的な集約をします。

来年度は今年度調査の結果を見て，あまり調査され

ていない地域を中心に調査していただけると助かり

ます。 

今年度の調査状況や発見されたタンポポの画像な

どたくさん報告していただき，ありがとうございま

した。また，調査の進め方に関するご意見もいただ

きました。今年度の調査を終えるにあたって，来年

度の調査に向けてご意見やご感想など，事務局まで

ぜひともお知らせください。来年度調査の参考にさ

せていただきたいと思います。 

今後ともよろしくお願いします。 

(タンポポ調査・西日本実行委員会事務局) 

 

 

調査サンプル検討会 兼 第２回スタッフ会議のお知らせ 
 

下記の日程で，調査の過程で同定が難しかった頭花や痩果の標本を持ち寄って検討する「調査サ

ンプル検討会」を開催します。場所は，倉敷市立自然史博物館です。前半はスタッフ会議ですが，

どなたでも参加できますので，よろしくお願いします。 

 

(1)日時：2019年７月７日（日）午後１時～４時半 

(2)場所：倉敷市立自然史博物館 講義室（岡山県倉敷市中央２－６－１） 

＊交通案内：ＪＲ倉敷駅から美観地区方面に 800ｍほどです。無料で使える駐車場はありませんが，

博物館前に市営中央駐車場があります（８時～20時，30分 100円，最大 820円）。 

(3)内容 

第１部（午後１時～２時）第２回スタッフ会議：各府県の調査報告と今後の予定について 

第２部（午後２時半～４時半）調査サンプル検討会 

 
 

2019年のタンポポ調査終了 
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タンポポ調査・西日本実行委員会事務局 

 2019 年３月３日（日）10 時～12時，大阪市立自然

史博物館で，「調査説明会」を行いました。16府県か

ら63名の参加を得て盛大に開催することができまし

た。 

はじめに鈴木武さん（兵庫県立人と自然の博物館）

からタンポポ調査の目的や方法，前回の結果の説明

があり，今回の調査への呼びかけがありました。続

いて事務局から調査を進めるにあたっての留意点や

緯度経度の調べ方などを説明し，11 時半から長居公

園へ出て，実際にタンポポ調査を行いました。朝は

開いていなかったセイヨウタンポポの花が開花して

いる場所で，調査方法を詳しく説明しました。 

 
 

 

片岡博行（重井薬用植物園） 

 Android限定のアプリですが，タンポポ調査に使え

そうな（個人的にはかなり使えると思っている）無

料アプリをご紹介しておきます。 

「野外調査地図」http://fieldstudymap.com/ 

（ダウンロードはgoogleプレイストアから） 

地図上での現在地の確認はもちろん，複数のポイ

ントの保存ができますので，たくさんのサンプルを

採取する際に，その都度，現場で緯度経度を記入し

なくても，帰宅してから，ゆっくりと緯度経度を記

入することができます（もちろん，頭花のかたちな

ど，その場で記録したほうが良いものは採取時に記

録してくださいね！）。トラックデータ（歩いた経路）

の記録もできますし，何より，地図上に３次メッシ

ュの枠の表示ができますので（設定で世界測地系に

変更する必要あり），「メッシュごと」を意識してサ

ンプルをとりたい方には非常に便利なアプリだと思

います。Androidスマートフォンをお使いの方は，試

して見られてはいかがでしょうか。 

以下に基本的な使い方を紹介します。 

・世界測地系メッシュへの変更 

画面右下〇（三本線）をタップで「基本メニュー」 

→「設定」をタップ 

→「表示設定」の上から6番目の「世界測地系の地

域メッシュを使用する」にチェック 

→「変更を確定」をタップ 

・現在地の座標の表示 

画面左上の「現在地」をタップすると現在地が画

面中央に表示されるので，その状態から 

→画面上側の〇（座標）をタップ 

→地図の中央位置座標が表示される 

・ポイントの保存 

画面左上の「現在地」をタップすると現在地が画

面中央に表示されるので，その状態から 

右側の〇（レイヤー）をタップ 

→「１．出力データ」の「記録」をタップ 

→「ポイント記録」と表示が出て一度消えてから，

「現在地をPoint No.○○として記録します」と表示

される。ここで「POINT名変更」をタップすると任意

のポイント名を入力できる。 

→OKをタップすると保存される。 

・記録したポイントの表示 

右側の〇（レイヤー）をタップ 

→「１．出力データ」の「記録」の右のメニュー

（三本線）をタップ 

→「ポイント情報」をタップ 

→保存されているポイント情報が一覧表示される。 

他にも色々機能があるアプリですが，とりあえず

これだけ覚えれば，タンポポ調査には使えると思い

ます。 

 

 

 

坂本 彰（高知県） 

高知県では昨日（2019年３月 16日），越知町，土

佐市，高知市をまわって研修会を開催しました。観

察できたタンポポは，シロバナタンポポ，キバナシ

ロタンポポ，セイヨウタンポポ，アカミタンポポ，

シナノタンポポ（自生ではない）です。 

写真は，土佐市の仁淀川堤防のカンサイタンポポ

の生育地の傍で見かけたタンポポです。最初見たと

き，頭花は白いものの，全体のほっそりした姿，総

苞の形態，細い花茎，葉の形状・質感，いずれをと

ってもカンサイタンポポそのもので，カンサイタン

ポポの白花品と思いました。最終判断は花粉を調べ

タンポポ調査に使えるAndroid 

アプリ 

「タンポポ調査・西日本 2020 調

査説明会」報告 

これもシロバナタンポポ 
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てから……ということで牧野植物園で花粉を調べて

もらうと，なんと均一ではありませんでした。これ

でもシロバナタンポポか！！と驚いた次第です。外

部形態からの判断が難しいということをあらためて

思い知りました。（写真を見直すと，カンサイに比べ

ると総苞が少し太くて短い（ずんぐりしている）で

しょうか） 

 

 

 

 

鈴木 武（兵庫県立人と自然の博物館） 

兵庫県芦屋市の方から，タンポポに似ているけれ

ど黄色い花の植物が増えていると写真を送ってこら

れました。ガザニアを予想していたのですが，ワタ

ゲツルハナグルマのようです。 

日本たんぽぽラボの「タンポポに似た花たち」が

参考になります。 

http://taraxacum.sakura.ne.jp/modoki.html 

 

 

 

 

横川昌史（大阪市立自然史博物館） 

大阪府高槻市でロクアイタンポポ（仮称）らしき

タンポポを見つけたので情報共有です。頭花と総苞

タンポポに似た花：ワタゲツルハ

ナグルマ 

高槻市のロクアイタンポポ（仮

称） 
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の写真を添付します（スケール入れ忘れました…）。

見つけた場所は毎年，行事下見で通っていますが，

今年初めて気が付きました。同様のタンポポが大阪

市内でも見つかっているという情報も得てます。前

回の報告書を読む限り，大阪ではこのタイプのタン

ポポは出ていないようですが，今回のタンポポ調査

では要注意かもしれません。 

 

鈴木 武（兵庫県立人と自然の博物館） 

写真のタンポポはロクアイタンポポのように見え

ます。ただ，総苞外片の色が黒っぽいのが気になっ

ています。添付写真は神戸市のポートアイランド（六

甲アイランドのとなり）のものです。ロクアイタン

ポポほど頭花は大きくなりませんが，５cmクラスに

なりますのでそれなりに大きいです。総苞片が黒っ

ぽく，ロクアイタンポポとは違うだろうと考えて，

ニセカントウタンポポを当てています。 

分子データで調べないといけないのですが……。 

 

 

木村 進（大阪府） 

大阪のロクアイタンポポが話題になっているので

前回調査の結果を紹介しておきます。 

前回 2015年の報告書ではすべて外来種・雑種とし

て扱っていますが，処理の過程では「ロクアイタン

ポポ」と思われるものは記録して標本もすべて残し

ています。確認してみると 28点ありました。かなり

の数です。今年もすでに 500点のうち３つがロクア

イタンポポでした。また，黒っぽくてニセカントウ

タンポポと同定したものは２点でした。 

また，それ以外でも総苞の状態がタイプ１（完全

に上向きで圧着している）ものが，セイヨウタンポ

ポかその雑種と同定したもののうち，174点ありまし

た。 

 

 

 

 上田洋史（山口県） 

２年前のことになりますが、山口県山口市の郊外

でシロバナタンポポの色異常について観察しました

ので報告します。 

2017 年３月 19 日に頭花の半分が黄色のシロバナ

タンポポを見つけました。以前にこの MLでも話題に

なったことのあるものと同様のものと思います。こ

の株はこれ以前に花が咲いた形跡はなく，この年の

一番目の花と思われました。４月５日に二番目の花

を確認しました。色は黄色で通常のキバナシロタン

ポポと言えるものでした。同様にして一番花から六

番花までの確認日と花の色を下に示します。2017 年

の花は４月 24 日に確認した黄花が最後でした。翌

2018 年には黄花は咲かず，通常のシロバナタンポポ

となっていました。2017 年４月９日に一番花のタネ

を採取し播種しましたが管理が悪いためか発芽しま

せんでした。 

2017年 

１ ３月19日  黄白半々 

２ ４月５日  黄 

３ ４月７日  白  

４ ４月９日  白 

５ ４月18日  黄 

６ ４月24日  黄 

 

木村 進（大阪府） 

興味深い観察記録をお送りいただき、ありがとう

シロバナタンポポの色異常 
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ございます。同じシロバナタンポポの株で、遺伝的

にも黄花になりやすい系統の株があるということで

しょうか？ 

大阪にはシロバナタンポポは少ないのですが、前

回調査の時から６年間に２回は黄花が生じた株を知

っています。今年は白花しか咲きませんが……。ま

た、半分だけ黄色の株も大阪城公園で１度だけ撮影

されていますが、これは非常に珍しいですね。 

 

上田洋史（山口県） 

私の観察記録からこれが言えるかどうか分かりま

せんが、そのように考えるのが妥当ではないかと思

います。実は観察記録のシロバナタンポポは私の庭

にあったものでして、過去５年以上黄花を確認した

ことがありませんでした。それが何故いきなり色異

常が出てきたのか、また色異常が消えたのか非常に

気になるところです。 

 

 

 

タンポポ調査・西日本実行委員会事務局 

このタンポポ調査は多くのボランティア的な活動

によって支えられています。この活動を継続できる

よう，タンポポ調査・西日本実行委員会への寄付を

お願いいたします。振り込みは下記口座にお願いし

ます。1000円以上寄付された方には「調査報告書」

（2021年３月発行予定）を１冊お送りします。 

＜タンポポ調査・西日本実行委員会の口座番号＞ 

①郵便局で直接振り込む場合 

・口座番号００９５０－３－２２１８８４ 

・加入者名：タンポポ調査・西日本実行委員会 

②他の銀行口座などから振り込む場合 

・銀行名：ゆうちょ銀行（金融機関コード９９００） 

・店名：Ｏ九九店（店番０９９） 

・預金種目：当座預金 

・口座番号：０２２１８８４ 

・加入者名：タンポポ調査・西日本実行委員会 

＊カタカナ表記が必要なら店名は「ゼロキュウキュ

ウ」で，加入者名は「タンポポチョウサ ニシニ

ホンジッコウイインカイ」です。 

 
 

 
 

タンポポ調査・西日本実行委員会事務局 

タンポポ調査西日本では，タンポポ調査に関する

疑問解決，タンポポの見分け方，調査報告，情報交

流などに利用するため，メーリングリストを運用し

ています。タンポポ調査に関心のある方でしたらど

なたでも参加できます。なお，このメーリングリス

トでの発言を，本ニュースレターで使わせていただ

くことがありますので，あらかじめご了承願います。 
登録の手続きはこちら↓ 

http://www.freeml.com/tampopowj 

 なお，現在使用しているメーリングリストサービ

ス Freeml は 2019 年 12 月にサービスを終了します。

今後のメーリングリストの運用につきましては，改

めてアナウンスさせていただきます。 
 
 

 

タンポポ調査・西日本実行委員会事務局 

今回の調査では数か月に一度，ニュースレターを

発行します。内容としては，  

・お知らせ：事務局から参加者へのお知らせ 

・調査方法・道具に関する情報交換 

・速報：新しくわかったこと 

・メーリングリストで上った話題 

・Q and A 

などを想定しています。今後も不定期ですがニュー

スレターを発行しますので，タンポポ調査に参加さ

れている皆様からの原稿を募集します。原稿はメー

ルアドレス：tampopo@nature.or.jp へ添付ファイ

ルでお送りください。郵送の場合は，〒530-0041 大

阪市北区天神橋1-9-13 ハイム天神橋202 大阪自然

環境保全協会内 タンポポ調査・西日本実行委員会

宛にお送りください。 

なお，原稿の採否や文意を損ねない範囲での手直

しにつきましては，タンポポ調査・西日本2015実行

委員会事務局にご一任くださいますようお願いいた

します。 

 

 

 

タンポポ調査への寄付をお願い

します 

ニュースレターの原稿を募集し

ます 

メーリングリストで情報交換を

行っています 

http://www.freeml.com/tampopowj
mailto:tampopo@nature.or.jp
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タンポポ調査・西日本実行委員会事務局 

2019年３月１日～5月31日 2019年野外調査 

2019年６月10日 調査用紙締めきり 

2019年７月７日 調査サンプル検討会 兼 第２

回スタッフ会議 

2020年３月   2019年調査結果チラシ発行 

2020年３月１日～5月31日 2020年野外調査 

2020年６月10日 調査用紙締めきり 

2021年３月   調査報告書出版・報告会の開催 
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