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タネツケバナ属
Cardamine

新種
コカイタネツケバナを
探そう！

Cardamine kokaiensis 
Yahara, Soejima, Kudoh,
Šlenker & Marhold, sp. nov.

写真：茨城県小貝川
2017年3月17日撮影
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コカイタネツケバナ

コカイタネツケバナは、2018年に正式に発表されたタネツケバナ属の新種です。
河川敷の湿地に生えます。国内での分布はよくわかっていません。

Cardamine kokaiensis 
Yahara, Soejima, Kudoh,
Šlenker & Marhold.

Šlenker et al. (2018) 
Morphology and genome 
size of the widespread 
weed Cardamine occulta: 
how it differs from 
cleistogamic C. kokaiensis
and other closely related 
taxa in Europe and Asia. 
Botanical Journal of the 
Linnean Society 187, 456–
482.



コカイタネツケバナ：近縁種との区別点

1. 茎葉の根元にある少数の毛を除いて、植物全体が無毛。根出葉を密につける。おしべは４本（ま
れに５～６）。 2n = 2x = 16……………………………ミチタネツケバナ C. hirsuta
1. 茎葉は多少とも有毛。根出葉はないか、まばら。おしべは６本…………2

2. 頂小葉は側小葉より1.5倍以上長い。小葉は鈍頭で、縁に浅い波状鋸歯がある。2n = 4x = 32 
………………………オオバタネツケバナ C. scutata
2. 頂小葉は側小葉の1.7倍以下（通常、1.5倍以下）。小葉は鋭頭で、縁に深い波状鋸歯がある。
………………………3

3. 花柄は4.5 mm より短い。茎の葉は無毛。花には開放花と閉鎖花がある。種子に翼がある。2n 
= 4x = 32 ……………コカイタネツケバナ C. kokaiensis
3. 花柄は4.5 mm より長い。茎の葉は有毛または無毛。花は開放花のみ。種子には翼がない。
…………………………4

4. 茎の中部につく葉は上面がほぼ無毛、頂小葉は通常3～5裂する。根出葉はロゼット状ではない。
茎の上部は無毛またはまれにまばらに毛がある。花弁はがく片より2倍以上広い。2n = 8x = 64
………………………タネツケバナ C. occulta
4.茎の中部につく葉は著しく毛深い。頂小葉は通常1～7裂する。根出葉はロゼット状。茎は著しく
毛深い。花びらはがく片の2倍以下。2n = 4x = 32………………オウシュウタネツケバナ（新称）
C. flexuosa

※タネツケバナにC. flexuosaの学名が使われたことがありますが、 C. flexuosaはヨーロッパ産の別
種であることが確かめられました。また、タネツケバナにC. scutataの学名が使われたことがありま
すが、 C. scutataのタイプ標本はオオバタネツケバナであることが確かめられました。



コカイタネツケバナは関西にも自生

淀川河川敷のコカイタネツケバナ コカイタネツケバナの生育環境

写真：2017年4月14日撮影
閉鎖花をつけているため花弁が見えない

河川敷の湿地に生えます。しばしば水没
する環境を好みます。



コカイタネツケバナは絶滅危惧種？

コカイタネツケバナの生育環境である河川敷の湿地は、河川改修工事により
失われやすい環境です。コカイタネツケバナはレッドリストに掲載すべき絶
滅危惧種の可能性がありますが、自生地の情報が少ないため、まだ評価でき
ていません。発見された方は矢原までご連絡ください。

←コカイタネツケバナの生育環境
（小貝川：2017年3月17日撮影）

矢原の連絡先：
tet.yahara（アット）gmail.com

なお以下の文献の「コタネツケバナ」
は在来種コカイタネツケバナだと考え
られます（藤井伸二さん情報）。

〇長田武正（著）「原色日本帰化植物
図鑑」
〇清水矩宏・広田伸七・森田 弘彦
(著)「日本帰化植物写真図鑑」

コタネツケバナ C. parviflora L.の国
内での帰化は確認されていません。
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さらなる新種候補

ヤクシマタネツケバナ
未発表の新種？

タネツケバナ属には、新種と思われる植物が他にもあ
ります。左の写真は屋久島高地に生えるタネツケバナ
属の一種です。多年草であり、一年草のタネツケバナ
ではありません。小葉柄がはっきりしていること、小
葉がまるいことから、タカチホガラシの近縁種ではな
いかと考えていますが、詳しいことはわかっていませ
ん。

類似した植物の標本が大隅半島で採集されています。

タネツケバナ属には、このほかにも未記載種がある可
能性があります。

全国のサンプルを集めて比較したいので、ご協力くだ
さい。

以下のスライドで、日本産タネツケバナ属の種を紹介
します。

いがりまさしさんのウェブページ

http://www.plantsindex.com/plantsindex/html/group/gp_
cardamine_perfect.htm
から写真を転載させていただきました。ご許可いただ
いたいがりさんに感謝します。

http://www.plantsindex.com/plantsindex/html/group/gp_cardamine_perfect.htm


Cardamine anemonoides O.E.Schulz ミツバコンロンソウ



Cardamine anemonoides O.E.Schulz ミツバコンロンソウ

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21850.htm

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21850.htm


Cardamine appendiculata Franch. et Sav. ヒロハコンロンソウ



Cardamine appendiculata Franch. et Sav. ヒロハコンロンソウ

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21860.htm

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21860.htm
http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21860.htm
http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21860.htm


Cardamine arakiana Koidz. オオマルバコンロンソウ

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21870.htm

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21870.htm
http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21870.htm
http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21870.htm


Cardamine autamnalis Koidz. アキノタネツケバナ

堀内洋（2016）神奈川県のタネツケバナ類 Flora Kanagawa 81: 965-969

分布域は本州，四国，九州（屋久島を含む）におよび，場所によっては普通に
見られる。

本種の最大の特徴は，開花後，葉の葉腋から脇芽を出し，茎が倒れると発根し
栄養繁殖をおこなうことである。

※さらなる研究が必要な種です。標本・サンプルの採集にご協力いただける方
はご連絡ください。

矢原の連絡先：
tet.yahara（アット）gmail.com



堀内（2016）に掲載されている写真です。写真をご提供いただいた堀内洋さんに感謝します。

Cardamine autamnalis Koidz. アキノタネツケバナ



Cardamine dentipetala Matsum. オオケタネツケバナ

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21880.htm

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21880.htm
http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21880.htm
http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21880.htm


Cardamine fallax (O.E.Schulz) Nakai タチタネツケバナ



Cardamine fallax (O.E.Schulz) Nakai タチタネツケバナ

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21900.htm

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21900.htm
http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21900.htm
http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21900.htm


Cardamine flexuosa With. オウシュウタネツケバナ

日本に帰化している可能性があ
ります。要注意です。



Cardamine hirsuta With. ミチタネツケバナ

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21891.htm

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21891.htm


Cardamine impatiens L. ジャニンジン



Cardamine impatiens L. ジャニンジン

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21910.htm

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21910.htm


Cardamine kiusiana H.Hara タカチホガラシ

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21920.htm

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21920.htm
http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21920.htm
http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21920.htm


Cardamine leucantha (Tausch) O.E.Schulz コンロンソウ

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21930.htm

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21930.htm
http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21930.htm
http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21930.htm


Cardamine longifructus Ohwi ニシノオオタネツケバナ

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21881.htm

多くの図鑑ではオオケタネツケ
バナの変種にされていますが、
別種ではないかと思います。

サンプルを集めて調べます。

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21881.htm


Cardamine lyrata Bunge ミズタガラシ



Cardamine lyrata Bunge ミズタガラシ

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21950.htm

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21950.htm


Cardamine niigatensis H.Hara コシジタネツケバナ

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21960.htm

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21960.htm
http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21960.htm
http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21960.htm


Cardamine nipponica Franch. et Sav. ミヤマタネツケバナ

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21970.htm

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21970.htm
http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21970.htm
http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21970.htm


Cardamine niwasaki Horiuchi, nom. nud. ニワサキタネツケバナ

堀内洋（2016）神奈川県のタネツケバナ類 Flora Kanagawa 81: 965-969

(6) コタネツケバナ＝コカイタネツケバナ

※さらなる研究が必要な種です。標本・サンプルの採集にご協力いただける方
はご連絡ください。

矢原の連絡先：
tet.yahara（アット）gmail.com



Cardamine niwasaki Horiuchi, nom. Nud. ニワサキタネツケバナ

堀内（2016）に掲載されている
写真です。写真をご提供いただ
いた堀内洋さんに感謝します。



Cardamine occulta L. タネツケバナ

九州大学伊都キャンパス
2020年2月11日撮影

Epitype



Cardamine pratensis L. ハナタネツケバナ

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21975.htm

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21975.htm


Cardamine scutata Thunb. オオバタネツケバナ



Cardamine scutata Thunb. オオバタネツケバナ
Cardamine scutata Thunb. Trans. Linn. Soc. London 2: 339 1794.

Cardamine regeliana Miq. Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavi 2: 73 1865.



Cardamine scutata Thunb. オオバタネツケバナ

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result22000.htm

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result22000.htm


福岡県井原山
2020年4月19日撮影

Cardamine scutata Thunb. オオバタネツケバナ



Cardamine scutata Thunb. var.? マルバタネツケバナ



Cardamine schinziana O.E.Schulz エゾノジャニンジン



Cardamine schinziana O.E.Schulz エゾノジャニンジン

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21990.htm

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result21990.htm


Cardamine tanakae Franch. et Sav. ex Maxim. マルバノコンロンソウ

福岡県井原山
2020年4月19日撮影

地理的変異が大きな種であり、
九州産と関西産では葉形が大き
く異なる。

各地のサンプルを集めて比較し
たいので、ご協力ください。



Cardamine tanakae Franch. et Sav. ex Maxim. マルバノコンロンソウ

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result22010.htm

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result22010.htm


Cardamine torrentis Nakai オクヤマガラシ（2n=56）

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result22020.htm

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result22020.htm
http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result22020.htm
http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result22020.htm


Cardamine trifida (Lam. ex Poir.) B.M.G.Jones ミヤウチソウ

http://hanamist.sakura.ne.jp/flower/riben/aburana/miyauti.html

http://hanamist.sakura.ne.jp/flower/riben/aburana/miyauti.html


Cardamine valida (Takeda) Nakai アイヌガラシ（2n=32）

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result22031.htm

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result22031.htm
http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result22031.htm
http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result22031.htm


Cardamine yezoensis Maxim. エゾワサビ



Cardamine yezoensis Maxim. エゾワサビ（2n=72）

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result22030.htm

http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result22030.htm
http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result22030.htm
http://www.plantsindex.com/plantsindex/demo_html/demo_db/result22030.htm

