
エゾレイジンソウとオオレイジンソウ

2005年は;fJ，.にとって北i毎i立のエゾレイ

ジンソウを見直すまたとない機会を与えて

くれた。道内での野外調査、そして主にロ

シアて、行った標本調去について、その結果

をご紹介したい。これは 2005年を終えるに

当たっての本の仕事の一つのまとめでもあ

る。最初は気楽に書き始めたが、後半は論

文のようになってしまった。読みにくいか

もしれないが、その点はご容放願いたい。

ウラジオストックにて

2005年 2丹、ウラジオストックの生物

学・土壌学研究所にいた。 トリカフ卜属の

標本調査が主な目的である。出発前に

Flora of J apan (日本植物誌英語版)のキ

ンホ。ウゲ科のゲラ刷りをチェックした。そ

こでは U本の賞色い花を咲かせるレイジン

ソウ類はオオレイジンソウ一手重(エゾノレ

イジンソウを含む)とし、学名は AconituJIl

gigas H. L邑v.& Vaniotとして良いと考え

た。きらに、この意i床でのオオレイジンソ

ウは LI本以外では吋ハリンに分布するとみ

なした。アジア大陸極東地)jに分布するタ

チキエボンソウ(立貨烏帽子草)A. 11m-

brosum (Korsh.) K0111はオオレイジンソ

ウによく似ているが、それぞれ大陸部とそ

の周辺の島娯というように分布域が瓦いに

異なっているため、5J1j種として扱うことに

した。このような扱いには満足していな
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かったが、日本国内には線本の数が多くな

いので比較検討が十分できなかったことが

理由である。国立科学博物館には上述の研

究所との交換で入ってきたタチキエボシソ

ウの楳本が二枚あったが、これにもとづく

限り、問題の二種は容易に区別できること

もその理由たrった(閃 lAとB)0 

ウラジオストックにはかなりの数のタチ

キエボシソウの標本がJ[y'められていた。標

本産地も沿海州からハノ〈ロフスク州やア

ムール州まて事の1よい純閉にj度っていた。オ

オレイジンソウは k苓片(かぶと)が円筒

状になることでかろうじてタチキエボシソ

ウから区別できると考えていたが、標本調

去の結果、それが無理でおあることが分かっ

た。標本ラベルを隠して、虚心坦懐に標本

を返す返す眺めても、大陸部のもの(図 2

B) も正しくオオレインンソウと同じとし

か考えようがない、という結論に達した。

つまり、大陸部のタチキエボシソウとサハ

1)ン・北海道・本州のオオレインンソウは

同じものであり、 .i1しい学名は先行する A

111IIbrOSllm (肉 2A)となるという結論であ

る。この後、モスクワ大学、モスクワ中央

植物園、サンタト・ペテ/レフソレグのコ7 ロ

フ植物研究所でも標本調貨を行ったが、結

論を翻すには至らなかった。このため、帰

国してすぐにこの点を書き換えた。同年5

月のことである。ここまではなんとか印昂リ
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図 1，オオレイジンソウ。
A:J イプ標本(長野県白馬連峰乗鞍-ffi~神ノ出国産、国立科学侍物館蔵)。
日 ロシア沿海州、ンホテアリン山脈産(国立科学博物館蔵)。
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aJ2目オオレイジンソウ。
A : !lcoJlifum l{mbros{{}}/ (Korsh.) Komのタイプ掠本(ロシア・アムール付|瓜、コ7 ロフ植物研究所蔵)。
B ロンア沿海舟! ンホテアリン山脈政(生物学・オ壌学研究所蔵)。
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前に見解を修正することができたという話

である o

沙流川源流域で気が付いた

同年 7月、私は沙流川源流域にいた。こ

こにはかなり大きな「オオレイジンソウJ

の群洛があった(図 3)。ここで私は初めて

「オオレイジンソウJIこ訪花する昆虫を見る

ことができた。昆虫は素早く飛び去ったた

め採集して確認することはできなかった

が、小型の'7}レハナパチのようであった。

訪花昆虫がいるということは今この花が蜜

を分泌しているということを意味すること

になる。早速花弁を取り出し、蜜の分泌を

確認した。その結果、確かに日い蜜を大量

に分泌していることが分かった。とい 7こ

とは、この小きな花で満開の状態というこ

とだ。日勝峠のものは日高山脈で見られる

北方山草 23(2006) 

図 3 エゾレイジンソウ
(;1じ海道日高支n

B 

閃4 エゾレイジンソウ。
A ホロタイプ標本('じらふJ産、東京大学総合博物館蔵)， B 円高山派幌尻岳月i(国立科学博物館j嵩)。
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Jjlt型的な「オオレイジンソウJであったが、

今までこの小さな花を奮だと勘違いしてい

た訳である。実は、これがエソノレイジン

ソウ(布I名の問題は後述)なのであった。

つまり、 ACOllitll1i!gigas H. L吾v.& Vaniot 

(灰14A) というものがこれに当たる訳だ。

本州でよく見かけるオオレイジンソウと全

〈異なっている o この二つを同一種とみな

すことはできない。凶 5に耐j種の上等片と

花弁の比較を閃示した。 f，Ju種はかなりはっ

きりと異なっていることが分かる。改めて

比較検討した結果、オオレイジンソウとエ

ゾノレイジンソウは以下のように反別され

オオレイジンソウとエゾノレイジンソウの

検索表

上等!¥はドj筒状で高さ 25-30111111 :花弁

の距は長き 3111111 以上、 1800~3600あるい

はそれ以上に周同iする;花序は総状、花お~

は斜上~湾耐する;本州、朝鮮北部、中国

東北部、サハリン、ロシア極東地方に分布

する ・・オオレイジンソウ A.IIJ11brosll1J1 

上等片は三角形あるいはやや円錐状で高

さ10-22111111:花弁の距は長き 0.5-2111111、

嚢状かあるいは少し伸長してわずかに周耐

する，花序はう〉枝して円錐状になり、 1凶更

は湾出lする傾向が~4~い，北海道に分布する

ることが分かった。そしてこの新たな認識 ……エゾノレイジンソウ A. gigas 

にもとづき、 Floraof J apanの以稿をもう

一度書き直したのだった。

A 

分布域の点からは、エゾノレインンソウ

が北海道に分布し、その周囲をオオレイジ

ンソウがとりまくという、ちょっと変わっ

凶5 オオレイジンソウとエゾノレイジンソウの上等片と花弁の比較。
A エゾノレイジンソウ (R勝峠産)。
日 オオレイジンソウ(長野県乗鞍百'ii$.)。スケールは 5mlllを4す。
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たパターンになる。私は道内の植物一般に

ついて詳しい訳ではないので、イ也にもこの

ような分布ノマターンがあるのかどうか分か

らない。レイジンソウ孤属では上等片の低

い(短い)穏は原始的と推定されるので、

北海道にi宜存的な種が生き残っているとい

う図式なのかもしれない。

国立科学博物館の所蔵標本によると、北

海道ではほぼ全域に典型的なエゾノレイジ

ンソウが分布している(凶 6)。宗谷地方ーな

どに上等片が円筒伏になるものが現れる

カえこの場合でも花弁の距の長きに注目す

れば、比較的容易に同定できる。 iiJ:南の標

本は一枚もなかった。私はオオレイジンソ

ウもエソノレイジンソウも道南では見た記

憶がない。

本誌 20号でも言及した A.gigasのタイ

プ標本の産地について、ここでもう 度写

真を添えて触れておきたい。関 7Aは東京

σ 

n o 

Jじ方山草 23(20ω) 

大学にあるホロタイプ標本のラベルであ

る。上から 2行目の rgigas Lev. et V nt.J 

は後述する中井猛之進の手書きである。 131

7Bはパリの自然史博物館にあるアイソタ

イプのラベルで、 rgigas sp. nOV.Jは著者

の一人 H.Leveill邑(レヴェーイェ)の手書

きである。双方に共通して、 3行目の手書

きは採集者である U.Faurie (フォーリー)

によるもので、最後の単語が問題である。

この単語を}長代の研究者は「じらふ」と読

み取ってきた。また、現代のフランス人も

そのようにしか読めないという。しかし、

これは日本語としてもアイヌの言葉として

も極めて不自然である。

そこで角度を替えて、採集年月日に着目

してみた。これらのタイプ標本は 1905年 6

月28日に採集されたものである。一方、採

集者フォーリー神父の足どりは松井洋さん

によって、本誌第 21サに克明にまとめられ

グ
(
J

図6.エゾレイジンソウの分布。国立科学博物館所蔵の標本にもとづく。
@典型的な形。安 上等片が円筒状になり、一見するとオオレイジンソウと紛らわしいもの。
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凶 7. エゾレイジンソウのタイプ標本に付されたラベノレ。

A ホロタイプ(東京大学総合研究博物館蔵)， B:アイソタイプ(パリ自然史博物館蔵)。

ている o それによると採集された日付の頃

には、彼が比羅夫に滞在していたことは間

違いないようだ。したがってエゾノレイジ

ンソウの基準産地は倶知安町北羅夫として

良いと思う。フランス語では 'HJを発音

しない。日本語の「ひJ をフランス人はど

のように原記するかを確かめた時、この問

題に決着が付いたものと考える。なお、こ

のl産地について私に繰り返し情報をいただ

いた松升さんに改めて感謝したい。

和名と学名の変遷

キンポウゲ科トリカプト属のうちでトリ

カブト亜属、いわゆるトリカプトの1111院は

多年京ではなく、擬似一年草と呼ぶべき植

物群であることは既に述べた(本誌 20号)。

これに対してレイジンソウの仲間は毎年肥

大化する根茎をもっ、正文正銘の多年草で

ある。この点を重視して、別属のレイジン

ソウ属 LYCOct01l11山としてレイジンソウ

の仲間をトリカプトの仲間から区別すると

いう考え方もある。

日本に黄色い花をつけるレイジンソウ版

属の椋物が存在することは既に飯沼慾斎

が、レイジンソウの記述の'1'で「木曾庄は

黄白色J と注記している(革木闇説第 10巻

1854)。これを柄物学的に認知したのは牧野

富太郎で、和名をオオレイジンソウ、学名

をAconitu1Jl ρσllidu1II Rchb.とした

(1905)。この学名は当時知られていたヨー

ロッパ産の種に日本産の梢物を当てたもの

である(当時は日本の植物分類学は未だ望書

明期にあった)。その後、オオレイジンソウ

はさまざまな学名で呼ばれることになる。

それはヨーロッパの種とアンアの種の関係

が十分に認識されていなかったからであ

る。

北海道のレイジンソウ逝属を最初にまと

めたのは宮部金書である (1935)0 1内部は北

海道の植物を本州のものから別種として区

日Ijし、舘脇採が日高山脈・札内岳で採集し

た標本にもとついて、エゾレイジンソウ A.

tatewa/uiを記載した。これは花弁の距が義

J伏になるものである Q 1庄はまたl司l時にエソ

オオレイジンソウ var.vegetltJJlを変種と

して記載した。こちらは定山渓で採集きれ

た椋木にもとついて記載されたものであ

る。エゾオオレイジンソウは、高きが 1-l.3 

mで葉が大きく花梗がより長くなるもの

で、普通 60-80cmほどになるエゾレイジ

110ー



北方山草 23(2006) 

表1田宮部が記載した、エゾレイジンソウとエゾノオオレイジンソウの比較。量的な形態的形質及びその
数値は原記載(札幌博物学会報第 14巻、 1935)からヲ1mLたもので、すべて単位は cm

基準標本 茎の高さ 葉身の大きさ(幅×長さ) 1t梗の長さ

(記載なし)エゾレイジンソウ 定山渓 60-80 15-18x7-9 

エゾノオオレイジンソウ 札内fii 100-130 22-30XI2-17 45-65 

ンソウよりも大主Ilのものと認識された。数

値の比較を表 1に示した。野外において自

然集団の変異を調べてみると、宮部が提示

した特徴でこの二つを灰別することは困難

であることがづ〉かる。つまり、エゾレイジ

ンソウとエゾノオオレイジンソウは同じも

のと考えるのが適当だろう。宮部は両者が

花弁の長きが異なっていることを図示して

いる(力強い線で捕かれた素H青らしい線画

である)ので、彼はむしろこちらの方を重

?旦していた思われるふしもある。しかし、

この点でも両者を区別することは凶難であ

る。

日本全体のトリカブト属植物を最初にま

とめたのは'1'井猛之進であった。没後発表

された論文 (1953) に彼の最終的な見解を

みることができる。中井はレイジンソウ属

を独立属として認め、タチキエボ y ソウに

LycoctOn1川 1taishaJ/eJ/se Kitagを3采ffjし、

Aco川 tUJJl.umbroslt仰をその異名とした。

また、本州のオオレイジンソウをタチ寺エ

ボンソウの新変種 L μisJzaneJlse var. 

hondoenseとして新たに記載した(このl時

中井はタイプを指定しなかったのでこの名

前は無効である 後述)。同時に、北海道の

レイジンソウ亜属の植物を別種 L.gigas 

[=A. gigasJ、和名をエゾノオオレイジン

ソウ、さらに花弁の~r:が嚢状ではなくわず

かに伸長するものを変種エゾレイジンソウ

111 

var. tatewakiiとして認めた。この扱いは;考

古1¥のそれを踏襲したものである。

中井の次に U本のトリカプト腐を分類学

的に再検討したのは岡村道夫である。田村

はレイジンソウ羽属についての見解を原色

日本柄物図鑑・草木編II初版(北村四郎

村田i原共著、保育社、 1961)に、次いで白

木植物誌改訂新版(大井次三郎著、至文堂、

1972) に発表した。田村は黄色系統の花を

咲かせるレイジンソウ矧属の植物を当初た

だ~f重オオレイジンソウ A. gigasとz考え、

北海道の柄物と本州のものを区別しなかっ

た。次に彼は花弁の距が短いものをエゾノ

レイジンソウ(，ノ」が入っている、この和

名は田村が最初に用いた)、E目が長くて周曲

するものを変平壷として認めオオレイジンソ

ウとした。オオレインンソウの学名として、

レイジンソウ属のドで記載された

Lycoctol/llIll Tαislwl/el/se (Kitag.) Nakai 

var. hondoellse N akaiをトリカプ}属に

移し、 ACOl1itU1i1 gigas var. hondoense 

(N akai) Tamuraという新しい組み令わせ

を作った。しかし var.hOi1doellSeのタイ

プは依然として指定されていなかったた

め、この新組み合わせもこの時点では無効

であった。そこで田村とイギ 1)ス人L. A 

Lauener(ラウエナ )は同立科学博物館に

所蔵されている長野県内馬乗鞍岳産の標本

(凶 1A)をレクトタイプに選び、有効な学



名とした (1979)。したがって、田村の見解 オオレイジンソウを混同してしまった可能

にもとづくオオレイジンソウの正しい学名 性はないのだろうか? ここに、最初に北

は、 A.gigas H. Lev. & Vaniot var. 11011- 海道産の植物を本州のものとは異なると認

do叩 se(N akai) Tamura ex Tamura & 識した宮部にしたがい、和名をエゾノレイ

Lauenerとなる。こうして、日本の野生植 ジンソウからエゾレイジンソウに戻すこと

物革本編第二巻(佐竹義輔ら編、平凡社、 を提唱したいと思う。

1982)に掲載された学名は宥効なものと

なったのである。

回村は A.gigasの分布域を本州と北海

道のほか、「樺太・朝鮮北部・中間(東北)・

ウスリー・オホーツク」とした。これは日

本の柄物をアジア大陸のタチキエボシソウ

からI又別しないという考え方局である。この

考え方に立つならば、 トリカブト属の中で

より早く発表されかっ有効な A. IlI11 

brOSllJilを正しい学名として採用しなくて

はならない。

以上のように、若干の概念の遠いはある

ものの、北海道の植物と本州のものを区別

するという姿勢は中井、田村、そして私に

共通している。そこで、花弁の距が銀い北

海道の植物の布l名の問題である。平!Lti版

「日本の野生植物」は現在の日本のスタン

ダードであり、影響力は極めて大きいとい

わざるをえない。田村はそこで「エゾノレ

イジンソウJ という和名を用いている。こ

のために「エゾノレイジンソウ」という和

名が一般的になっている訳だ。先に触れて

おいたように、この平日名は彼が初めて使用

したものである o 今問題としている北海道

産の柄物について、田村がわざわざ新しい

和名を用意したとは考えにくい。これは誤

植の類いではないだろうか? つまり、彼

は宮部が用いたエゾレイジンソウとエゾノ

花は黄色か青紫色か ハゴロモレイジン

ソウのこと

著者はかつて、梅津俊氏の採集標本にも

とづき、「オオレイジンソウJ (この時私は

エゾレイジンソウとオオレイジンソウをI天

別していなかった)の一品種としてハコロ

モレイジンソウなるものを記載した(本誌

20号口絵参照)。これは専ら黄色い花をつ

ける「オオレイジンソウ」に対して、赤紫

系統の花を咲かせることを特徴として反)JIj

したものである。当時、何か他に形態的な

違いはないかと詳しく調べたものだが、結

局花の色の他に有意な美は認められなかっ

た。また、産地として蘭越町の~iffiîが知ら

れていたのみであった。このような事情で、

疑問をもちながらも単なる色変わりとみな

し、 I日I手重というよ貰いをしておいたのてやあっ

た。

今凶、世界のレイジンソウ版属を視野に

入れて、ハゴロモレイジンソウの処遇につ

いてもう 度考えてみた。レイジンソウ亜

属は 50種近く(積数については現在検討

中)あり、北半球に広〈分布している。そ

れらは背紫色~赤紫色の背系統の花をつけ

るグループと、黄色い花をつけるグループ

の二群にかなりはっきりと区別できる。前

者のグループ。lこ黄色い花をつけるものが
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あったり、逆に後者のグループ。に青系統の

花をつけるものがあったりする例はほとん

ど知られていない(ないことはない後

述)。そうすると、黄色い花を咲かせるエゾ

レインンソウにおいて、赤紫色系の花をつ

けるものを稀内のl111種として認めるという

ことはあまり{列がない、ということになる。

今年 11月、札幌の中尾異弓さんから数多

くのハゴロモレイジンソウの画像を提供し

ていただいた。昨年には事務局の五十嵐さ

んからも阿像をいただいている。新品種と

しての発表以来いろいろな十吉報が集まり、

ニセコイ寸近にはまとまった形で有在してい

るらしいことも分かつてきた。これらの阿

像を眺めていると、これはシベリア中央官1¥

凶 8.Aconi{um leucostomuJJ/ ¥Vorosch. jlI:似種
(シベ 1)ア・サヤン山脈にて)。シベリアの研究
者はこのI再4均を A.leucosfomumと呼んでい
たが、正しくは未記載の別極的ょうである。
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に分布する 11.iellcostOll/lIl11 Worosch.近

似種(閃 8) Iこ近いのかも? と思ったり

もする。東アジアには青系統の花を咲かせ

る積がいくつもある。しかし、それらは上

等片が次第にすぽまるレイジンソウやアズ

マレイジンソウのグループのもので、円筒

状の土等片をつけるハコロモレイジンソウ

と異なっている。

ハゴロモレイジンソウを記載した時に観

察した標本はたった一枚であった。さらに

多くの標本・資料を検討して変異を議論で

きれば、これが独立種であることが分かる

可能性もある。なお、「ハゴロモレイジンソ

ウ」という名前は私の頭の中に直感的に浮

かんだものであるが、この和名が不詳であ

ることはしばしば耳にしている。このため、

独立種てvあることがはっきりすれば改名す

ることも考えて良いのかもしれない。

花の色がはっきりしないレイジンソウ亙

属の稀がもう一種ある o イランからトルコ

にかけてのコーカサス LlJ脈に分布する A.

orIeJ/tale Mill.てやある。ロシア系の研究者は

この種は黄色い花をつけると記載し、青系

統の花をつItるものを変種として区別して

いる。イギ 1)ス系の研究者は花はピンク、

淡い i!J紫色(ハイオレット)あるいは亦色

(モーフ)で、乾燥すると黄色っぽくなる、

としている。ヨーロッパの漂木庫でかなり

の数の標本を見たが、円分自身の経験にも

とつ'くと、その花は黄色だと思う。そして、

変種とされている青系統の花をつけるもの

はi1¥立種てやはないか、とも思う。この問題

は現在も継続して検討中である。コーカサ

スを訪問し、笑際にこの種の花を観察して
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みたいものである。

レイジンソウを巡る問題点

最後にレイジンソウ関係でもう一つ。レ

イジンソウそのものについての話題であ

る。レイジンソウという種の概念はほぼ確

立されており、四国と九州に分布する日本

特産穂と考えて間違いないと私は考える。

しかし、版記載とタイプ標本にまつわる

少々厄介な問題があることに最近気が付い

た。

レイジンソウの学名である、 Aconuu1J!

loczya1/1I11l Rapaics (著者ニ命名者の名前

はラパチと読む)は命名規約に則り正しく

記載・発表されている、有効なものである。

しかし、ラパチは記載にあたって複数の標

本を引用し、その中から特定の一枚の標本

を選び出すことをしなかった。現行の命名

規約は学名の恭準となるただ一つの標本を

選ぶことを求めている(こうして選ばれた

楳本をレクトタイプという、オオレイジン

ソウの場合もこれと同様である)。そこで、

先述の田村とラウエナーが、マキシモ

ヴイッチが長崎で採集した標本をレクトタ

イプとして選定した。これはロンドンの自

然史博物館にあり、その重複標本がサンク

ト・ペテノレプノレタのコマロフ柄物研究所に

ある。これらの標本は我々のもつレイジン

ソウの概念と完全に一致している。

ところが、もう一度ラパチが書いたレイ

ジンソウの原記載を読むと、彼はレイジン

ソウが『黄色い花をつける』と記している

ことに気が付いた。今年の 3月のことであ

る。これまで誰も気付いていなかったよう

11<1 

だ。ラパチは 1907年に世界のトリカブト属

のモノグラフ(種属誌)を発表したハンガ

1)ーの研究者である。彼は主に欧米の桜本

庫の中で研究を行った。アジアを来訪した

ことはないようで、アジアの植物はよく理

解していなかったように思われる。

ラパチがAcouitu1Jl. loczyaJlumとして

引用した椋本の中に今でいうオオレイジン

ソウあるいはエゾレイジンソウがあれl;f'、

それが最も記載に合うので、それをレク↑

タイプlこ i~ぴ直さなければならない。しか

し、それを行うと学名が変わってしまうこ

とになる。混乱を引き起こすので、このよ

うな事態はきけなくてはならない。

ラパチが引用した標本のうち、長崎で採

集されたものの他には、「日本(詳しい産地

は不詳)Jあるいは逗子で採集されたものが

ある。これらの標本はパリにあった。そし

て、これらはそれぞれレイジンソウとアズ

マレイジンソウであることを石在かめた。結

局、ラパチが引用した標本は全て青系統の

花をl咲かせる植物だったのである o レイン

ンソウ類は乾燥標本でも賞系統の花かある

いは青系統の花かが分かるものだと私は考

えるが、ラノマチはどういう訳かレイジンソ

ウを寅花をつけると勘違いしたようだ。そ

れでも、原記載と現行の種の概念が一致し

ていないという問題が残る。では、どのよ

うにしてこの問題を収拾するのか? この

場合は、穏概念の混乱を避けるために、レ

イジンソウを淡い青紫色の花を咲かせる植

物として改めて記載し直すことになる。

(国立科学博物館刷物研究部)


