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シ属）の一年草である．本種は地中海沿岸原産で，

はじめに

世界各地の温帯域を中心に広く帰化している．日本

イヌカキネガラシ Sisymbrium orientale L. はアブ

では，昭和初期に帰化したと考えられ，本種の日本

ラナ科 Brassicaceae キバナハタザオ属（カキネガラ

における報告としては，久内（1941）が日本新産と
して和名とともに報告したものが最初である．現在
では，北海道から九州の都市部の市街地を中心に全
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国で分布が報告されている（福岡県帰化植物研究会

1967; 長田 1972; 清水ほか 2001; 五十嵐 2001; 中井
2003; 北 海 道 2004, 2010; Al-Shehbaz et al. 2006; 清
水・濱﨑 2006; 太刀掛・中村 2007）．広島県からは，
1980 年代以降に本種の報告がある（関 1980; 太刀
掛 1982, 2010; 江塚・松本 1985; 広島大学理学部附属
宮島自然植物実験所・比婆科学教育振興会 1997; 三
上 2002; 吉野ほか 2007 など）．広島県植物誌（広島
大学理学部附属宮島自然植物実験所・比婆科学教育
振興会 1997）では，広島県東部の 2 か所の産地（尾
道市防地・福山市草戸町）が報告されている．また，
広島県西部からは標本にもとづいた報告が無かった
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が，広島県植物誌補遺版（世羅ほか 2010）の希産種

transcribed spacer）領域，および葉緑体 rbcL（リブロー

リストの中で広島市南区が産地に追加されている．

スカルボキシラーゼ・オキシゲナーゼ大サブユニッ

キバナハタザオ属植物について，日本では，ハタ

ト）遺伝子の塩基配列をダイレクトシーケンス法に

ザオガラシ S. altissimum L. とホソエガラシ S. irio L.，

より決定した．また，カキネガラシ S. officinale とホ

ホコバガラシ S. loeselii L.，カキネガラシ S. officinale
(L.) Scop.〔ケカキネガラシ S. officinale var. officinale

ソエガラシ S. irio についても核 ITS 領域の塩基配列
の決定を行った．さらに，状態が悪い標本や，形態

とハマカキネガラシ（ケナシカキネガラシ，ハマガ

的特徴が明瞭でない標本についても核 ITS 領域の塩

ラシ）S. officinale var. leiocarpum DC. を区別せず〕，

基配列の決定を行い，DNA バーコーディングにより

イヌカキネガラシ S. orientale L. が帰化種として報告

情報を得た．

されている（清水ほか 2001; 吉田・城川 2001; 中井

野外から採集した植物体の葉の一部から DNA を抽

2003; 清水・濱﨑 2006; 太刀掛・中村 2007; 植村ほか
2010）．また，広島県からは在来種のキバナハタザオ
S. luteum (Maxim.) O.E.Schulz の他に，帰化種として

出し，実験に用いた．DNA 抽出は，坪田ほか（2009）

ハタザオガラシとカキネガラシ，イヌカキネガラシ

度の植物体を 1.5 ml チューブ内で破砕後，TE バッ

や坪田・有川（2011），Suzuki et al.（2013）などを
改変した方法を用いた（Appendix B）．2 mm 四方程

が報告されている（広島県 1992; 広島大学理学部附

ファー約 400 µl に溶かしたものを遠心し，上澄みを

属宮島自然植物実験所・比婆科学教育振興会 1997;

直接 PCR に用いた．PCR には Takara Ex Taq（タカ

太刀掛 1982, 1999, 2010; 世羅ほか 2010）．今回，松

ラバイオ，大津）または KOD FX Neo（東洋紡，大

井健一および藤井茂美両氏の標本が広島大学植物標

阪）を用いた．Takara Ex Taq を用いた PCR および

本庫（HIRO）に収蔵され，そのデータベース化の過

シークエンスの条件は Tsubota et al.（1999, 2000）お

程で広島県産キバナハタザオ属植物の標本の再検討

よび Handa et al.（2003）に従った．条件は，サイク

を行った．また，野外調査も合わせて行った．これ

ル前の熱変性 94 ℃で 2 分の後，熱変性が 94 ℃で 10

らの結果，広島県内での分布状況について，証拠標

秒，アニーリングが 45 ℃で 20 秒，伸長反応が 68 ℃

本の再検討の機会が得られ，広島県内の未報告の地

で 2 分のサイクルを 40 回，サイクル後の伸長反応が
65℃で 5 分の反応条件で行った．KOD FX Neo を用
いた Long PCR は，サイクル前の熱変性 94℃で 2 分
の後，熱変性が 98 ℃で 10 秒，アニーリングが 58 ℃
で 35 秒，伸長反応が 65℃で 4–10 分のサイクルを 45
回，サイクル後の伸長反応が 65 ℃で 10 分の反応条
件で行った．また，PCR およびシークエンスに用い

域でもイヌカキネガラシの生育が確認されるなど，
広島県植物誌および補遺版の出版以降新しい知見が
得られたので報告する．また，これまでに報告がな
いホソエガラシの生育が確認されたので広島県新産
種として報告する．さらに，イヌカキネガラシの核

18S rRNA 遺伝子と ITS 領域，および葉緑体 rbcL 遺
伝子の塩基配列と，カキネガラシとホソエガラシの

たプライマーは過去の文献で発表されているものを

核 ITS 領域の塩基配列も得られたので，合わせて報

用いたが，一部のプライマーについては緑藻類やコ

告する．

ケ植物用に新たに設計したものを用いた（Appendices

材料と方法
本研究の調査は広島県内で行った．調査範囲は，

C & D）．PCR 産物を NucleoSpin Gel and PCR Cleanup（マッハライ・ナーゲル社，デューレン）で精製
後，ダイレクトシークエンスにより塩基配列を決定
した．得られた塩基配列は，国際塩基配列データベー

キバナハタザオ属植物が開花する時期を中心に行っ

ス（DDBJ/EMBL/GenBank International Nucleotide
Sequence Database Collaboration; INSDC） に 登 録 し
た． ま た，NCBI で BLAST 検 索 を 行 い，MAFFT
version 7.058（Katoh & Standley 2013） を 用 い て ア

た．証拠標本は広島大学植物標本庫（HIRO）に収蔵

ライメントを行って比較を行った．イヌカキネガ

アブラナ科の帰化植物が多く確認されている広島
県南部を中心に行った．また，調査は 2004 年から

2013 年に行い，調査時期はイヌカキネガラシを含む

した．また，過去の文献の調査および一部の文献に
ついては掲載されている標本の調査を行った．野外
での生育状況や本研究に用いた標本の詳細について
は，Figs. 1–11 および Appendix A に示した．
今回得られたイヌカキネガラシ S. orientale の 1 標
本 に つ い て， 核 18S rRNA 遺 伝 子 と ITS（internal

ラシおよび近縁種を含んだデータセットを作成し，

Kakusan4 version 4.0.2012.12.14（Tanabe 2011）によ
り 塩 基 置 換 モ デ ル を 算 出 後，RAxML version 7.6.3
（Stamatakis 2006） お よ び Garli version 2.0（Zwickl
2011），BEAST version 1.7（Drummond 2012） を 用
いて系統解析を行った．
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結果と考察
生育状況と広島県内での分布
広島県内のキバナハタザオ属植物の分布について
文献調査と標本調査，野外調査を行った．その結果，
イヌカキネガラシとカキネガラシ，ホソエガラシの
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3 種の生育が確認された（Figs. 1–13）．詳細につい
ては，Appendix A も参照されたい．なお，ハタザオ
ガラシについては，今回の標本調査と野外調査では
確認できず，文献での記録だけ確認された．
イヌカキネガラシ S. orientale は，福山市と尾道
市，三原市，東広島市，呉市，広島市（安芸区，南

Figs. 1–6. Sisymbrium orientale L. (Brassicaceae) and its habitat in Hiroshima Prefecture,
southwest Japan. 1: The voucher specimen of S. orientale collected in Hatsukaichi City (HIRO-MY
33740). 2: Habitat in Hiroshima City (May 9, 2008), associated with Vicia sativa L. (Fabaceae),
Cerastium glomeratum Thuill. (Caryophyllaceae) and Trigonotis peduncularis (Trevir.) Benth. ex
Hemsl. (Boraginaceae). 3: Habitat in Hiroshima City by road-side (April 19, 2004). 4: Inflorescence
(May 9, 2008). 5: Young silique with hairs (May 9, 2008). 6: Flowers (May 9, 2008).
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区，中区，西区，佐伯区），廿日市市，大竹市で分布

植物実験所・比婆科学教育振興会 1997），呉市（太

が確認された（Fig. 12）．文献調査では，福山市（建

刀掛 1982, 1999, 2010），広島市（南区 : 関 1980, 三

設省福山工事事務所 1978; 江塚・松本 1985; 広島大

上 2002, 世羅ほか 2010; 西区 : 三上 2002），大竹市（弥

学理学部附属宮島自然植物実験所・比婆科学教育振

栄ダムと記されているため山口県側の可能性もあり ,

興会 1997），尾道市（広島大学理学部附属宮島自然

国土交通省 2007）で記録が確認された．標本調査で

Figs. 7–11. The voucher specimens and seeds of Sisymbrium spp. (Brassicaceae) in Hiroshima
Prefecture, southwest Japan. 7: The voucher specimen of S. officinale (L.) Scop. collected in
Hiroshima City (HIRO-MY 57403). 8: The voucher specimen of S. irio L. collected in Hiroshima City
(HIRO-MY 77612). 9: Seeds of S. orientale L. (HIRO-MY 77611). 10: Seeds of S. officinale (HIRO-MY
65077). 11: Seeds of S. irio (HIRO-MY 77612).
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は，藤井氏の標本 sf-5946 については状態が悪かっ

広島市（安芸区，中区，佐伯区），廿日市市で新たに

たが，茎の毛の状態と DNA の配列の結果から，イ

生育が確認された．いずれも，幹線道路などの日当

ヌカキネガラシであることが確認できた．また，ハ

たりの良い路傍や荒地で，土上だけでなく，アスファ

タザオガラシと同定された標本 1 点について検討し

ルトやコンクリートの隙間に生育する個体もあった．

たところ，イヌカキネガラシであった．宮島自然植

生育期間は 4–7 月が主であったが，刈り取られて脇

物実験所の標本データベース化の過程で，三上幸三

芽から再生したものや，実生が秋から冬にみられる

氏が 1974 年 5 月に広島市南区宇品で採集した標本

場合もあった．

が広島大学植物標本庫（HIRO）に収蔵されているこ

カキネガラシ S. officinale は，福山市と広島市（東

とが新たに確認された．また，高木哲雄氏が 1934 年

区，南区，西区，安佐南区），廿日市市で分布が確認

5 月に広島市南区東千田の旧広島大学キャンパスで

された（Fig. 13）．文献調査では，福山市（建設省福

採集したカキネガラシと同定された標本が確認され

山工事事務所 1978, 江塚・松本 1985），広島市（東

たが，同定の結果イヌカキネガラシであることが判

区 : 世羅ほか 2010; 南区 : 広島大学理学部附属宮島

明した．栽培された可能性もあるが，これが広島で

自然植物実験所・比婆科学教育振興会 1997; 西区 :

もっとも古い記録となる．2004–2013 年にかけて行っ

国土交通省 2007; 安佐南区 : 広島市 2006），廿日市

た野外調査では，三原市と東広島市，安芸郡海田町，

市（関ほか 1975; 土井 1983; 広島県 1992; 広島大学

Fig. 12. Distribution of the naturalized plant, Sisymbrium orientale L. (Brassicaceae) in
Hiroshima Prefecture, southwest Japan. Filled circles show record(s) with herbarium or
voucher specimen(s); open circles are observed locality without a specimen; transverse line
indicates an administrative district with herbarium or voucher specimen(s); oblique line
represents an administrative district with record(s) based on a literature reports. The GIS
data for the mapping were downloaded from National Land Numeric Information Download
Service < http://nlftp.mlit.go.jp/ > by National Land Information Division, National and
Regional Policy Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Japan.
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理学部附属宮島自然植物実験所・比婆科学教育振興

キネガラシの標本が収蔵されていることが明らかに

会 1997）で記録が確認された．一方，今回野外調査

なった（No. 1730: 江塚・松本 1985; 江塚 1994）が，

では確認できなかった．標本調査では，広島県植物

標本を確認したところカキネガラシであった．

誌補遺版（世羅ほか 2010）で引用されている広島

ホソエガラシ S. irio については，広島市（佐伯区）

市東区産の標本が確認できた．また，広島大学植物

の 1 か所で分布が確認された（Fig. 13）．本種はこれ

標本庫（HIRO）所蔵の標本から広島市西区産の標本

まで広島県からの報告が無かったが，野外調査の結

が新たに確認された．さらに，イヌカキネガラシと

果，1 か所だけで生育が確認された．生育場所は幹

されていた藤井氏の標本 sf-84 は，再検討の結果カ

線道路沿いの路傍の土上であった．構造物の陰にな

キネガラシであった．廿日市市宮島の報告（関ほか

る所で，雨が直接あたらない比較的乾燥した場所で

1975）に用いられた標本（標本番号 m-2538）につ

あった．個体数は 20 個体以上が確認できたが，生育

いては，今回標本が確認できなかった．インターネッ

場所は数十 m ×数 m 四方の範囲に限られていた．

ト上で公開されている標本情報で，独立行政法人農

これらの情報を用いて，国土交通省が Web サイト

業環境技術研究所農業環境インベントリーセンター

http://nlftp.mlit.go.jp/ で公開している国土数値情報

の標本庫に 1981 年に採集された広島県産のイヌカ

（行政区域および海岸線データ）をもとに，イヌカ

Fig. 13. Distribution of the naturalized plants, Sisymbrium officinale (L.) Scop. and S. irio
L. (Brassicaceae) in Hiroshima Prefecture, southwest Japan. Filled circles show record(s)
with herbarium or voucher specimen(s) of S. officinale; a filled square shows a record with
a voucher specimen of S. irio; transverse line indicates an administrative district with
herbarium or voucher specimen(s) of S. officinale; oblique line represents an administrative
district with record(s) based on a literature reports of S. officinale. The GIS data for the
mapping were downloaded from National Land Numeric Information Download Service
< http://nlftp.mlit.go.jp/ > by National Land Information Division, National and Regional
Policy Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Japan.
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キネガラシとカキネガラシ，ホソエガラシについて

に果実が成長する．若い果実は軟毛が生え，斜上し，

広島県内での分布図を作成した（Figs. 12 & 13）．坪

先端の花よりも上部に達する場合が多い．果実は成

田ほか（2012）と同様に，データの変換には自作の
perl プログラムを用い，svg 形式で出力した．今回

熟するとともに伸長し，次第に開出し，花茎と 90

生育が確認された場所または標本が確認された場所

角果）となる．長角果は，長さ 3–10(–12) cm，太さ

については，プロットで示した．イヌカキネガラシ

0.5–1.2 mm の細長い円柱型で，直線的であるがわず

度弱の角度をなす．成熟すると堅く細長い果実（長

は，広島県内では市街地のある平野部を中心に分布

かに湾曲し，先端までほぼ一定の太さ．果実の表面

する傾向が見られた．この地域は物資の流通や交通

の毛は，成熟後も基部側には残存する．果柄は長さ

の要所である場所が多く，他の帰化植物も確認され

4–5 mm で，太さは果実と同程度．果実は，成長し

ており，今回見られた分布の傾向は物流などの人的

た植物体では 1 本の花茎に 10–15 本が，5–30 mm の

影響によるものと考えられる（久保ほか 2010, 2011;

間隔で付く．果実は 2 室からなり，種子は 1 列ずつ

坪田 2012）．また，広島県内で類似の環境がある場

並ぶ．種子は丸みのある楕円体で，大きさにバラツ

所については，今後調査が必要である．カキネガラ

キがあり，成熟すると長さ 0.8–1.3 mm（Fig. 9）．イ

シとホソエガラシについては，確認できた標本およ

ヌカキネガラシの類似種としては，カキネガラシと

び個体がいずれも少なく継続調査が必要である．

ホソエガラシ，ハタザオガラシがある．カキネガラ
シとホソエガラシは，以下の各種に関する記述も参

広島県で確認されたキバナハタザオ属帰化種の形態

照のこと．ハタザオガラシやカキネガラシとは，イ

的特徴と区別点（Figs. 1–11）

ヌカキネガラシは上部の葉が矢じり状になる点で区

今回，広島県で確認されたキバナハタザオ属帰化

別できる．また，ハタザオガラシは果柄が 6–10 mm

種の特徴を以下に記す．なお，本研究では，カキネ

とイヌカキネガラシよりも長い点，ハタザオガラシ

ガラシとホソエガラシは確認された標本点数が少な

の萼片は無毛で，外側の 2 枚には角状突起がある点

いため，おもにイヌカキネガラシとの区別点につい

も異なる．なお，ハタザオガラシは広島県では呉市

て記述する．また，ハタザオガラシは今回標本が確

から報告がある（mt-20043, 太刀掛 1999）．

認できなかったのでここでは詳細については触れな
い．
イヌカキネガラシ S. orientale（Figs. 1–6 & 9）は，

カキネガラシ S. officinale（Figs. 7 & 10）は，前種
に似るが，茎が頻繁に開出分枝する点，茎や葉柄の
毛が二型あり，下向きの粗毛と細毛である点，葉の

一年生または越年生の草本である．一年生または二

側裂片の数が数対と少ない点，若い果実が先端の花

年生草本とされる場合もあるが，広島県内での観察

を越えて伸びない点，花が径 3–4 mm とイヌカキネ

結果では 8 月末にはほとんどの場所で枯死しており，

ガラシよりも小型である点，長角果は長さが 1–2 cm

冬場に幼生株が見られる場合があった．植物体は高

で，茎に伏生し密着し，先端がやや細くなり，表面

さ 25–85 (–100) cm．茎は直立し，ほとんど分枝しな

に短毛が密生する点，果柄が 1–3 mm と短い点など

いか，中程かやや基部に近い所で数回分枝する．直

で区別できる．種子についてはイヌカキネガラシと

根が発達する．植物体全体に白くて長い軟毛が散生

類似の形態であったが，長さ 1.1–1.4 mm とやや大

し，とくに茎の下部で目立つ．葉は互生し，下方か

型で，やや角の目立つものがあった（Fig. 10）．植物

ら上方に向かって次第に小さくなり，花の近傍では

体に毛が多いものをケカキネガラシ S. officinale var.

葉が無いか非常に小型になる．葉の頂裂片は鋭頭に
なることが多いが，根生葉では鈍頭のものもある．

officinale，毛が少ないものをハマカキネガラシ S. officinale var. leiocarpum として変種レベルで区別する

表面に伏毛が密生するが，植物体全体的に毛が少な

場合もあるが，今回の観察では毛の量では明確に区

いものもある．下方の葉は鋸歯が存在し，羽状深裂し，

別できなかった．

長さ 8–16 cm，幅 2–4 cm になる．上方の葉は側裂

ホソエガラシ S. irio（Figs. 8 & 11）は，カキネガ

片が次第に少なく細くなり，鋸歯が無いか非常に少

ラシよりもむしろイヌカキネガラシに類似するが，

なく，最上部では矛型または披針形になる．冬場に

植物体が多少小型で華奢である点，植物体は無毛か

見られる若い株ではロゼット状になり，葉に鋸歯が

毛があっても少ない点，葉は鮮濃緑色で，葉の頂裂

ほとんどないものもある．3 月下旬 –7 月に開花．花

片が鈍頭である点，花が径 3 mm 程度とイヌカキネ

は径 8–10 mm，アブラナ科の一般的な形態であるが，

ガラシよりも小型である点，長角果がイヌカキネガ

やや小型で黄色．花弁は黄色で，萼片は多毛で角状

ラシよりも緑色を保つ傾向があり，表面の凹凸が目

突起はない．花序の先端だけが開花し，開花後すぐ

立つ点，斜上の程度が小さく，イヌカキネガラシよ
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Fig. 14. Phylogenetic tree based on analysis of the nuclear ribosomal internal transcribed
spacer (ITS) region, depicted by the programs RAxML version 7.6.3 (Stamatakis 2006)
and Garli version 2.0 (Zwickl 2011). Supporting values more than 50% obtained by the
program RAxML for bootstrap probabilities (BP) with 10,000 replicates and BEAST version
1.7 (Drummond 2012) for Bayesian posterior probabilities (PP) are shown on or near each
branch (BP/PP; in %). The root is arbitrarily placed on the branch leading to Arabidopsis
thaliana (CP002686) and Draba crassa (DQ467634) following the other phylogenetic tree
based on neighbor-joining (NJ) method by MEGA version 5.2 (Tamura et al. 2011) with ca.
500-sequence dataset for the Brassicaceae (not shown).

