
オクトリカブトの北海道分布

はじめに

アイヌの人々は矢毒肘に lリカブトを利

用した。各種の文献によると毒性の強いト

リカブ卜はオクトリカブ卜である。本穏を

初めて確認したのは 1989年 9月19日の小

樽市銭凶天狗山のILi麓であった。それ以来、

エゾトリカブトや方ラフトプシの花は各地

で確認しているが 2005if. 9月、ひさしぶり

にオクトリカブ卜の大群務に千歳市で出会

えた。春先のスミレ剰資で葉の確認は道出ー

などの各地で見ているものの花を見るのは

久しぶりであった。北海道におけるオクト

リカプトの分布などを報告する。

北海道の卜リカブト属

出村(1982)ではトリカブト属 Aconitul11

Lにはレイジンソウ亜属、 トリカブト yJi

属、ギムナコニツムヰ1'.属の 3亜属に分けら

れるが、レイジンソウilli属は独立したレイ

ジンソウ属として扱われることもある。約

300種が北半球の暖fif~主主帯に広〈分布す

ると報告されており、|七海道分;{Ij桧として、

エゾノレイジンソウ、オオレイジンソウ、

カラフトブシ、ケミノカラフトフシ、リシ

リプシ、コカラフトブシ、セイャブシ、エ

ゾトリカフト、テリハフシ、ウスノヌトリカ

ブート、ダイセットリカブト、エゾノホソノ〈

トリカプト、ヒダカトリカプト、シレトコ

ブシ、オクトリカプトなど 15分類群が掲載

千歳市 五十嵐 博

されている。この中で、オクトリカブトに

IMlしては「本州中部以北・北海道阿南部に

分布する」とある o

門崎 (2002)では、世界中には 480種、

日本では 35穂、北海道では 9種(エソソレ

イジンソウ、タイセットリカフゃト、ヒダカ

トリカフ、ト、エソノホソノくトリカプト、エ

ソトリカブ i、カラフトプシ、セイャブシ、

シレトコブシ、オクトリカブト)を記載し

ている。また、 トリカプト類の生育地は川

沿いに多いと報告している。

門出 (2003)ではオオレイジンソウ、マ

シケレイジンソウ、エソ。ノホソノ〈トリカf

ト、ヒダカトリカブ卜、ダイセットリカブ

ト、シコタン|リカプ↑、オクトリカブ↑、

カラフトブシ、エゾトリカブトの 9干lliを詳

しく報告している。

オクトリカブ卜の特徴

オクトリカプ卜 AconItu1JI jatoJlIcII1JI 

Thunb. subsp. slIbclIJleatuJJI (N akai) 

Kadota 

染色体 2n=4x二 32，道南の低地や低ILi

地にはえ、やや質の厚い、切れ込みの浅い

業をもつことで特徴付けられる。道内では

似た種がないため、同定に困るようなこと

はないと思われる。 中略 、分布域は石

狩地方を北阪として道南に分布し、本州の

太平洋lNIJでは群馬県、日本海制IJでは新潟県
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氏、本会会貝の水野博介氏など

からの写真情報産地などを 5

kmメッシュで閃示した。地点

数は 28地点である。環境iJlJに大

別すると、表ー Iに示すとおり、

門崎 (2002)が書いている川沿

いに分布すると違った傾向カ叩害

認された。

図1 オク}リカブト(千歳市長部 2005，09，11) 

渡島では 6地点、 1会山では 10

地点、後志では 9地点、胆振で

は2地点、正11守では 1地点が肉

まで及んでいる(門田 2003)。

オクトリカブトの北海道分布

門岡 (2003)の分布図では北海道に 16t也

点が閃示されており、原点である、 Kadota

(1987)を確認すると、 SAPT(当時北海

道大学農学部標本席)の標本 16枚、 1878年

から 1944年までの標本である。現在の地凶

名にすると、余市周辺、銭iヨーi、札幌、石山、

虻問、室蘭周辺、長万部周辺、瀬棚周辺、

奥尻島、乙部、上ノ国周辺、函館などが肉

示されているが、標本から読み取ると磯谷

都中晃別)11(地図名で歌楽)が抜けている。

日野間 (2005)ECPLANTでは渡島、手会

LlJ、後志、胆振、石狩支庁以外に上川(ニ

セイカウシュッベ山、俵文布、 トムラウシ

川、幾寅)、網走(斜里1)、事11路(屈斜路

湖、和琴)、日高(新富、アポイ岳)支庁な

ど各地に点在している。これは、門田 (2003)

と比較するとかなり疑問なので今回は採用

せず、凶も掲載しないことにした。

五十嵐の線認地点及び函館夜住の酒井信

示されているが、冒頭でも書い

たように、石狩支庁の確認、地は千歳市長都

の千歳川と長者日11付近のl坊風林内であり、

過去に移梢された可能性が考えられた。

オクトリカブトの利用

先I里(1953)はトリカプトのアイヌ名を

surku、suruku(す/レク)と呼び、「アイヌ

は、この梢物の生じる 1.，地によってその毒

性に強弱があるものと考え、自分の部務の

山野に大量に見出きれるにも拘わらず、は

るばる他村へそれを採りに出かけたりす

る。例えば、 日高匡lirii河付近の昔日洛の人が

胆振国幌別町付近の山野へ毎年この根をjt'Ji

りに来ていたという事実がある。胆振国長

万部の苦1¥務の人は黒岩まで採りに行ったと

いうし、大出の美i架や名寄の人はアベシナ

イの奥のシュプンナイ、あるいはケヌプチ

(剣淵)のスJレクタウシナイへ採りに行った

という o -"1'略 、尚、古米、石狩国銭函

の}リカブトの根は毒位が強いとされ、遠

く臼高や胆振からまで採りに来てそれを移

植したとも伝えられている」と記し、詳細
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表1.オクトリカプトの確認地

No.24、25
No.26-28 

泊]1' 1i首氏情報産地

水野博介氏情報産地

{氏山 9筒所

I"J J11 9笛}リf

神 社 5倍jifr
i征岸 2街所

公 l司 2箇所

日IjJ乱林 1j:自所
メμ弘、 28箇所

に各地での呼び名などや利用方法などを報

告している。また、最後の項に「この植物

は、 1111守する人はたいてい家の近くに植栽

していた(腕日1))0 J と結んでいる。

今岡の調査では、前記文中の幌別、黒岩

などを剥交したが確認できなかった。
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まとめ

オクトリカブトの北海道分布を整理し

た。今同確認繋理した 5kl11メ yシュ点は

28地点である。分布する支庁は渡島、絵山、

後志、 )J旦振、石狩の 5支)jである。本種は

同村 (1982)、Kadota(1987)、門出 (2003)
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図 2，オクトリカプ}の北海道分イ'ff2005 

が報告するように本州q，部以北から北海道

西南部に分布域を持つ。今凶、石狩で確認

された産地は他の確認、環境と異なり、防風

林内であり過去に移椋されたことを物語る

環境と思われたo アイヌの人々が狩猟用と

してトリカブトを使わなくなって久しい

が、千歳市で確認された環境は人工の防風

林ではないものの、知里 (1953)の文章を

裏付ける他の地域からの移植を予慰させる

環境であった。

(北海i宜野生純物研究所)
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