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図 1　1: タヌキノショクダイ、2: Thismia hexagona var. 
grandiflora、3: ヤクノヒナホシ、4: コカゲラン、5: ヒメム
ヨウラン、6: Thismia betung-kerihunensis。
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1
腐生植物の
ことはじめ

日本で最も身近な腐生植物、ギンリョウソウ。
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ギンリョウソウ

まずは私と腐生植物の関係から紹介したい。子どものこ
ろ、私が最初に好きになった腐生植物は、ギンリョウソウ

（図 2）である。銀竜草と書く。一見、真っ白の花だ。腐生
植物のご多分に漏れず、緑の葉どころか、発達して広がっ
た葉すら持たない。その上、太めの茎の上に頭でっかちな
花を１つだけつけるため、その形からキノコと誤解される
こともしばしばだ。実際、ユウレイタケ（幽霊茸）の別名も
ある。

ギンリョウソウは、丘陵地程度の山から亜高山帯まで、
広く国内各地の森で目にできる植物だ。日本産の腐生植物
の中で、最も知名度の高い種類と言えるだろう。しかし、
そのくせあまり理解されていないのも事実だ。

まずは、このギンリョウソウの姿を紹介しておこう。何
よりも白銀と言ってもよいきらめきが特徴だ。これは鱗

りん

片
ぺん

状になった葉や花の器官が薄いため、また個々の細胞が無
着色なので、細胞の隙間の空気が光を乱反射して、ちょう
ど新雪のように輝くためである。テッポウユリの花のよう
な、マットな白さとは違う、透明感ときらめきのある白さ
が、この植物の魅力の 1 つである。

そして俯いて咲く花の正面に回り込んでみれば─とい
っても草丈はせいぜい十数 cm なので、寝そべって見るか、
折り取って見るか、運が良ければ斜面に生えているのを仰
ぎ見るかしかないが─、花の中央、めしべの先端の 柱

ちゅう

頭
とう

は、全草の白に対してコントラストのよい藍色を呈して
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31 腐生植物のことはじめ

図 3　ギンリョウソウ　柱頭は
藍色をしている。

図 2　ギンリョウソウはしばし
ば一株から多数の花を咲かせる。いる（図 3）。しかも、花を訪れる虫たちか

ら花粉をぬぐい取るべく、粘液でしめって
いるため、独特の照りがある。その周りを
黄色い葯

やく

が取り巻いているのも配色的に好
ましい。ちなみに近縁種のアキノギンリョ
ウソウ（p.33図 24）とは、慣れれば遠目にも
違いがわかるが、迷った場合はこの柱頭の
色で見分けるのが確実だ。アキノギンリョ
ウソウはギンリョウソウと違って柱頭は藍
色をしておらず、白いからである。
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4

さらにギンリョウソウのユニークさは、その根にある
（図 4）。しばしば図鑑などではサンゴ状と表現されるが、
よく亜熱帯／熱帯の海辺で見かける枝サンゴの類（図 5）よ
りもずっと細かく枝分かれしていて、繊細だ。色は茶褐色
で、もろい。こんな変な根を持つ植物は、そうそういない
から、ここでもギンリョウソウは人を魅了する。こんなす
ばらしい姿の植物を見つけて、欲しくならない子どもはい
ないだろう。その子どもが生き物好きなら。

なおこの根こそが、ギンリョウソウの腐生生活を支える
特殊な装置である。その詳細は追々説明することにして、
要点だけ言えば、ここでギンリョウソウはキノコの菌

きん

糸
し

か
ら養分を奪い、自分の栄養にしている。腐生植物としての

存在の根源にあたる部
分だ。こういう能力の
ある根を菌

きん

根
こん

という。
さて、ギンリョウソ

ウの地上部にもう一度
目を戻してみよう。き
らきらと光を反射する

図 4　ギンリョウソウの根　桐生市で撮影。

図 5　枝サンゴ　日本でも南西
諸島の海辺にたくさん流れ着く。
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51 腐生植物のことはじめ

図 6　ギンリョウソウの乾燥標本　どうしても真っ黒に
なってしまう。東京大学収蔵の標本の１つ。

白い花
か

茎
けい

は、丸みを帯
びた鱗片状の葉で覆わ
れている。この葉も白
く半透明で美しい。そ
の葉をたどって花茎の
上に目を移していくと、
その葉はやがて花を覆
う鱗片となり、そして、
根元が丸く、途中はす
ぼまってまた先端で反
り返る形の花弁へと移
ろっていく。花を横か
ら見ると、馬面あるい
はタツノオトシゴのよ
うでもある。

この美しいギンリョ
ウソウも、しかしちょ
っと傷をつけると、独
特の香りを放ちながら
たちまち褐色に変化し、
やがて黒くなってしま
う。だから押し花や標本にしてみると、どこもかしこも真
っ黒になってしまって、生前の面影はどこにも残らない

（図 6）。植物体に含まれるフェノール性化合物の、大変強
力な酸化反応のためである。

花の後にできる果実は丸く、先端が少し尖る。これも熟
すと青みのある茶褐色となる。中には微細なタネがびっし
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り詰まっている。タネは本当に小さ
い。エンドウのタネ（エンドウ豆）よ
りアサガオのタネは小さいし、アサ
ガオのタネよりマツバボタンのタネ
は小さいが、ギンリョウソウのタネ
はそれどころではないくらいに小さ
い。顕微鏡で見ないと形がわからな
いくらいだ（図 7）。

これも腐生植物によく見られる性
質である。普通の植物はタネの準備
にあたって、予め、発芽後に必要と
なるだろうデンプンや油、タンパク

図 7　ギンリョウソウのタネの顕微
鏡写真　スケールバーは 0.1 mm。

質といった養分を詰め込むものだ。私たちが食物として、
イネのタネである米、アズキのタネ、ピーナッツのタネな
ど、植物のタネを食べるのは、そうした貯蔵養分を私たち
自身の栄養分とするためである。ところが腐生植物は、そ
ういうタネの発芽に必要な栄養分についてさえ、カビやキ
ノコを食べることでまかなう方式を採用してきた。そのた
め母植物は、弁当となる養分をタネにほとんど詰めず、手
ぶらの状態でタネを世に送り出す。タネの中身自体も未完
成に近いので、全体に極小となる。腐生植物は、ふだんの
生活でカビやキノコの菌糸を消化して暮らしているだけで
なく、タネの発芽も、カビやキノコを犠牲にしてやり遂げ
るのである。そう、ランに詳しい方なら、ランのタネにそ
っくりだと気づくだろう。ラン科の植物も、極小のホコリ
状の種子を風まかせで散布する。そして種子発芽にあたっ
ては、特定のグループの菌類を消化して栄養源とし、それ
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71 腐生植物のことはじめ

を資本に発芽成長をしていく習性がある。これはまさに腐
生植物のやり方だ。いずれもタネの発芽や成長は、栄養源
となる菌類の侵入に頼っている。成功確率は当然低いから、
低コストで莫大な数の、微小な種子を風に乗せて分散させ
る。こうした戦略上、タネの様相が似ているのも当然なの
である。

こんな奇妙な植物に、興味を持たない方が難しいという
ものだ。しかも後で述べるように、腐生植物はまだ十分に
戸籍調べが済んでおらず、今でも新種が次々と見つかる未
知の宝庫でもある。この腐生植物の魅力は、もっと広く知
られてよいと思う。

花の下には死体が埋まっている？

このギンリョウソウ、幽霊茸という別名でもわかるとお
り、その生活について長いこと誤解があった。これは腐生
植物一般に言えることであって、ギンリョウソウに限った
話ではないのだが、「腐生」という言葉に引きずられ、誤
った理解がされてきたのである。いや、そもそも「腐生」
植物という呼び方を始めた当時は、それが誤解だとはみん
な思っていなかったのだ。腐生植物とはその呼称のとおり、
ものが腐ってできた養分を吸収して暮らす風変わりな植物
のこと、と思われていたのである。

つまり、ミカンが腐って生えてくる青カビのように、も
のを腐らせて栄養をとる、あるいは腐ったものから栄養を
とる植物と思われていたのだった。たとえば、私が高校生
の頃に買ったあるハンディ型図鑑の中には、ギンリョウソ
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ウについて、動物の死体や排出物に栄養源を求める植物だ
と解説した上で、「この草のあるところには、必ずネズミ
の死骸がある、と聞いた」などと書かれたものさえあった。
しかし私の経験上、そんなものに出くわしたことはないし、
そういう状態を実際に見たという話も、聞いたためしがな
い。都市伝説のようなものであろう。

腐生植物についての誤解は、今でも根強い。以前は教科
書でも間違っていたのだから当然だ。しかし繰り返すが、
実際にはギンリョウソウは、カビやキノコのように「腐っ
たもの」の上に生えているわけではない。そうではなく、
カビやキノコを食べて暮らしているのだ。ギンリョウソウ
のような腐生植物が、キノコの生えるような薄暗い、湿っ
たところによく生えているのは、彼ら自身がカビやキノコ
のような暮らし方をしているからではなく、その食料、獲
物であるところのカビやキノコが、そういうところに多い
からに過ぎないのである。

ちなみに、花を咲かせる植物の中にそういう暮らし方が
あることは、ランの愛好家の間で広く知られている。ラン
も多かれ少なかれ、カビやキノコを食べて暮らしているか
らだ。ランに食べられている菌のことを、一般愛好家の間
では「ラン菌」という。ラン菌はランの根に入り込むとラ
ンに負け、ランの栄養源となる。ランの種類によって好み
のラン菌が違うので、ランを元気に育てるためには、個々
のランに合ったラン菌を、根の周りに保ってやらねばなら
ない。ラン栽培のコツの 1 つだ。ランのような暮らし方を
とっている植物は、意外に多い。むしろ、菌類に全く依存
していない植物の方が、稀であるとも言える。ここで扱う
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91 腐生植物のことはじめ

図 8　ユウシュンラン　花に比べて葉はほんの気持
ち程度。2003年 5月、宮城県で撮影。

腐生植物は、ランのような暮らし方の延長線上にある、あ
る極限の暮らし方を獲得した植物なのである。

日本の腐生ラン

さて、実は私はランの愛好家でもある。中学生くらいの
頃から野生ランに興味を持ち、各地の自生地を訪れること
を楽しみの 1 つにしてきた。ランは上記のとおり、緑の葉
を持ち、自分で光合成をして暮らしている種類ですら、根
においてカビやキノコから栄養をとっている。冬の園芸店
を飾るデンドロビウムやシンビジウムのような洋蘭も、そ
の例外ではない。そ
のためやがて、それ
が習い性となり、つ
いに光合成を止め、
完全にその生活をカ
ビやキノコに頼る形
に切り替えてしまっ
た種類も、続々と進
化してきた。実際、
その進化途上にある
ようなランもある。
たとえばユウシュン
ラン（図 8）は、ごく
小さな葉しか作らず、
あともう少しで完全
に腐生植物になりそ
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うだ。こうした進化の行き着いた先として、完全に腐生植
物化したランが世界中に実にたくさん知られている。そう
いうランをまとめて腐生ランという。ギンリョウソウの次
に私が興味を持った腐生植物は、これら腐生ランであった。

日本で最もよく目にする腐生ランは、オニノヤガラだろ
う（図 9-1）。山中の笹藪になっているようなところ、ある
いは亜高山の落葉樹林帯で、遠目にもそれとわかる、すっ
くと立った淡黄褐色の花茎によりその存在をアピールする
ランだ。このランも昔は個体数が多かったのだろう、根を
漢方薬に使うこともあって、別名を持っている。その根の
形にちなんだ名「ヌスビトノアシ」（盗人の足）である。この
オニノヤガラは、ギンリョウソウと違って根が複雑に枝分
かれしたりはせず、ただ、ごろんとした芋があるだけだ。
ここでカビやキノコを消化するらしい。

日本ではほかにも、山登りをする人ならピンクの花のシ
ョウキラン（図 9-2）、平地にも多く、真紅の果実が花材に
も使われるツチアケビ（図 9-3）、世界自然遺産の屋久島な
らコカゲラン（図 9-4）、あるいは南西諸島から南に行けば
その名もユウレイラン（図 9-5）など、いろいろな腐生ラン
を見ることができる。ただしほとんどの腐生ランは、腐生
植物一般にいえることながら、花時でないとその存在を認
識できない。緑の葉を持たないために、花がないときには
地上部には何も残さないことが多く、見つけることが困難
なのだ。知名度が今ひとつ低いのは、そうした遭遇率の低
さのためであろう。逆に言えば、思いがけず出会えたとき
のうれしさは他の植物より大きなものがある。

そんな腐生ランの中での例外は、ムヨウランの仲間（図
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111 腐生植物のことはじめ

図 9　1: オニノヤガラ　1985年 7月、上高地で撮影。2: シ
ョウキラン　1999年 7月、飯豊山で撮影。3: ツチアケ
ビ　1999年 6月、下田で撮影。4: コカゲラン　2008年 5
月、屋久島で撮影。5: ユウレイラン　2014年 6月、ジャワ
島・ボゴールで撮影。
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