
1 はじめに 
─独立栄養と従属栄養

地球上の生き物は，その栄養の仕組
みの違いにより，独立栄養生物と従属
栄養生物の二つのグループに大別でき
る。前者は，CO2などの無機化合物の
みを炭素源として生きる生物である。
その代表格は，光と水とCO2を用いて
酸素発生型の光合成をおこなう真核植
物とシアノバクテリアである。それ以
外に，現代では少数派となっているが，
酸素を発生しない光合成をおこなう光
合成細菌や，光合成をおこなわず硫化

水素などの無機化合物を分解してエネ
ルギー源とする化学合成細菌なども独
立栄養生物である。それに対して，従
属栄養生物は，有機化合物を炭素源や
エネルギー源とする生物のことで，す
べての動物と菌類，それに細菌の多く
がこのグループに入る。ところが，現
在の地球には，光合成機能を持たず，
従属栄養をおこなう植物が少なからず
いる。これらの植物はなぜ光合成をお
こなわないのか？　その一方で，光合
成機能を持ちながら，それとは別に，
有機化合物を摂取する仕組みを進化さ
せた植物もいる。これらの植物にとっ

て従属栄養とは何か？　それを考える
前に，陸上植物がどのようにして光合
成機能を獲得してきたのかを復習して
おこう。

2 光合成能を持たない 
陸上植物の起源

光合成とは太陽の光エネルギーを利
用して，還元力をもつ化合物である
NADPH（ニコチンアミドアデニンジ
ヌクレオチドリン酸）と，高エネルギー
結合をもつ化合物であるATP（アデノ
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光合成を捨てるということは，独立栄養の生き方をやめて，従属栄養生物として生きるということである。こ
の総論では，本特集の五つの章を読み進むうえで基本となる概念を予め整理して解説する。同時に，多様な従
属栄養植物の全体像を鳥瞰することにする。
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シン三リン酸）を作り出し，これらを
用いてCO2を還元し，有機炭素化合物
を作る反応である1）。このとき還元力
を作るために水分子を用いて，酸素を
発生させるのが，酸素発生型光合成で
ある。これら一連の仕組みは，30億
年ほど前にシアノバクテリアの祖先が
作り出したものである。その画期的な
生命戦略により，シアノバクテリアは，
たちまち当時の地球の全水域を席巻し
て，爆発的に増殖した。ついで，この
シアノバクテリアが真核生物に細胞内
共生し，遅くとも今から10億年前には
酸素発生型の光合成をおこなう真核生
物群が幾系統か現れた。そのうちの緑
色植物に属する接合藻類に近縁な祖先
が4億8,000万年ほど前に陸に上がり，
今日のコケ植物から維管束植物までの
多様な陸上植物群ができあがった2）。
このように陸上植物は共通の祖先由来
の単一系統の生物群であり，現在の陸
上植物の祖先は，陸上に上がった時点
では，すべて祖先と同じ酸素発生型の
光合成を営んでいたはずである。した
がって，光合成機能を持たない陸上植
物はすべて，陸上に上がった後に光合
成機能を失った（あるいは捨てた）こ
とになる。

3 従属栄養植物の生命戦略

光合成能を持たない従属栄養植物に
は風変わりな形をしているものが多い。
また遺伝子の塩基配列に基づいて進化
系統を分析してみると，それぞれが異
なる科や属に分散してみられ，それら
の系統は多様であることがわかる。こ
れらの事実から，光合成を捨てた従属
栄養生物の出現は，陸上植物の進化の
過程で何十回にもわたって起こり，そ
の後，それぞれ独立に進化の道を歩み，
今日の多様性を生み出したと推定され

ている。その結果，現在の従属栄養植
物の栄養様式は非常に多様で，すべて
の栄養を他の生物種に依存し，光合成
機能を完全に失っている完全従属栄養
植物から，光合成機能を一部または完
全に維持し，独立して生きる能力を残
したままで，他の生物種より窒素など
の養分を得る栄養形態など，さまざま
である。
これら多様な従属栄養の方式は，依
存する生物種や栄養を得る方式の違い
を基にして，おおざっぱではあるが，
以下のように分類するとわかりやすい
（図1参照）。
⑴� 土壌中の菌類から栄養素を吸収す

る方式（菌に寄生する植物）
⑵� 植物の根または茎から栄養分を吸

収する方式（植物に寄生する植物）
⑶� 動物や植物体を捕獲・分解して養

分を吸収する方式（食虫植物）
以下，それぞれの栄養戦略について，
その概略と，それに属する植物の系統
についてまとめておく。

4 菌類に寄生する植物

菌類の色鮮やかな子実体（茸：きの
こ）は，薄暗い森の中でも目立つが，
それは菌類の生活環の中のほんの一時
期だけで，それ以外の時期には，土壌
中に細い菌糸を伸ばして，密かに隠れ
て生きているため，肉眼では，なかな
かその存在には気づかない。そのため，
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図1  従属栄養植物の模式図
菌従属栄養生物は菌根菌と菌体という共生体をつくり，菌糸から養分を得ている。茎寄生植物は宿主
植物の茎に，根寄生植物は宿主植物の根に，それぞれ寄生根（吸器）を差し込み維管束をつないで宿主
から養分を吸い取る。食虫植物はいろいろな工夫を凝らした植物の組織で昆虫や他の生物をトラップ
し，消化して，特に窒素を含む貴重な養分を吸収する。
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菌類の菌糸に寄生する植物は，長い間，
土壌中の腐敗した動植物の死骸由来の
養分を直接摂取しているものと考えら
れ，腐生植物という名が付けられてき
た。最近になり，これらの植物は，実際
は，菌と根が絡まり合った「菌根」とい
う共生体をつくり，そこから養分を得
ていることがわかってきた。いまでは，
これらの植物は，菌寄生植物または菌
従属栄養植物とよばれる。また，菌根
をつくる菌類は菌根菌とよばれる3）4）。
それでは，菌根菌はその栄養をどこ
から調達しているのであろうか。その
一部は，光合成をして独立栄養を営む，
別の植物の根からである。したがって，
光合成のできない菌従属栄養植物は，
菌類との共生体である菌根を通して光
合成をおこなっている独立栄養植物か
ら養分を調達していることになる。実
際，ほとんどの陸上植物の根は，その
栄養形態に関わらず何らかの形で，菌
根を作り，菌根菌と共存していると考
えられている。
このような菌従属栄養植物はアヤメ
科，ラン科，サクライソウ科，ホンゴ
ウソウ科，ツツジ科，ヒメハギ科，コ
ルシア科，ヒナノシャクジョウ科，リ
ンドウ科など被子植物界に広く分布し，
現在までに約530種が知られている5）。

しかも，毎年，新しい種が見つかる状
況から判断すると，その数は，今後も
まだまだ増え続けると予想される。
この特集では，塚谷が第1章で，こ
れまで腐生植物として知られてきた菌
寄生植物の多様な生き方と形態進化に
ついて取り上げ，横山らが第2章で菌
寄生植物の相手方である菌類側に焦点
を当てて，菌根菌以外に植物体内に入
り植物と共生関係を作るエンドファイ
トと宿主との関係を取り上げる。

5 植物に寄生する植物

植物の茎に寄生している植物は，菌
に寄生する植物よりも見分けやすい。
紀元前4世紀から3世紀にかけて書かれ
たテオフラストスの「植物誌」にも，ネ
ナシカズラ属の一種と思われる寄生植
物が有害植物として登場し，他の植物
の上から被いかぶさり，素早く巻き付
く特性が記載されている（図2参照）6）。
しかし，植物に巻き付いているだけで
は寄生植物とは限らない。テイカカズ
ラやツタのように単に植物の幹に接着
して,それを支柱にしてよじ登ってい
るだけの植物は寄生植物とはよばない。
寄生植物は，地上部だけに寄生する

わけではなく，根でも，別の植物の根
に寄生する。これは地下部での寄生で
あるため，見えにくいが，むしろこの
手の寄生のほうが多いようである。ハ
マウツボ科のストライガやコシオガマ
は代表的な根寄生植物である。
一方，テオフラストスが記載した茎

寄生植物には，ヒルガオ科のネナシカ
ズラ以外に，ビャクダン科のヤドリギ
や，クスノキ科のスナズルなどがよく知
られる。これらの寄生植物は被子植物
の19科で見られ，現在までに約4,500
種が記載され，光合成を完全に失った
完全寄生植物と，光合成機能や土壌か
らの養分吸収能を保持した半寄生植物
とに分類される7）。
寄生植物に寄生される側の植物を一

般に宿主（host）とよぶ。寄生植物であ
るための条件は，寄生根（Haustorium）
とよばれる組織を分化させ，その組織
を通して，寄生植物の維管束を宿主の
維管束に連結し，宿主より養分や水を
吸収できることである。
余談であるが，寄生根という訳語を

作ったのは三好學であると推定される。
三好は19世紀末にドイツのライプチ
ヒ大学のペッファーの下で植物生理学
を学び，帰国後東京大学教授として日
本の植物生理学を築いたことで知られ
るが，帰国直後の1896年に刊行した
普通植物學教科書の中で「寄生植物ニ
於イテハ，根ハ深ク他植物中ニ侵入シ
其滋養物質ヲ直接ニ吸収スルノ用ヲ為
ス，其ノ如キ植物ノ根ヲ称シテ，特ニ
寄生根（parasitic�root）ト云フ」と記し
ている8）。しかし，三好の留学先の欧
州では当時も今もHaustoriumの用語
が用いられている。これは，「吸い取
る器官」という意味のラテン語に由来
する用語である。実際，茎に寄生する
植物の寄生根は，根ではなく茎由来の
組織である。この点で寄生根よりも吸
器がより適切な名称であるといえる。

図2  開けた場所に自生するネナシカズラ属（Cuscuta campestris）の個体群
2,300年前にテオフラストスが記載したように，ネナシカズラは，宿主植物に被いかぶさり（左），近
づいて見るとその茎は宿主植物にコイル状に巻き付いて，茎には白い花が咲いている（右）。

 （撮影：堀江佐知子，撮影場所：山形県）
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名称はともかく，寄生植物が寄生根
（または吸器）を通して寄生するメカ
ニズムは，古くて新しい，いまだ未解
明の大きなテーマである。本特集では，
ヒルガオ科の茎寄生植物であるネナシ
カズラについて加賀らが第3章で，ま
た，ハマウツボ科の根寄生植物である
ストライガとコシオガマについて若竹
らが第4章で，それぞれ，遺伝子レベ
ルの解析を通した寄生メカニズムの最
近の研究の動向を紹介する。

6 食虫植物

モウセンゴケ科のハエトリグサやム
ジナモが，素早い運動で昆虫を捕獲す
るシーンを動画で見た読者は多いはず
である。一方，ウツボカズラ科やサラ
セニア科のように虫を獲るための水瓶
器官（Pitcher）の独特の形態は，植物
愛好家を惹きつけてきた9）。これらの
植物は，動物を捕獲して，それを消化・
吸収して栄養源にしている点が共通す
ることから一括りに食虫植物とよばれ
るが，捕獲・吸収の仕組みはさまざま
で，何回も独立に進化したことがうか
がえる10）。
菌や植物に寄生する植物とは大きく
異なり，食虫植物には光合成能を失っ
たものはなく，光合成や根からの養分
吸収機能をほぼ完全に保持したままで，
なお，昆虫などを捕獲して窒素に富む
養分を捕獲する戦略のようである11）。
しかし，その独特の形状からして，昆
虫を取るために多大な投資をしている
ように見える。光合成だけで生きてい
くことのできる植物が，なぜ，コスト
をかけて大きく形態を変えてまで，虫
を食べようとするのであろうか。おそ
らく，そこには，投資に見合うメリッ

トがあり，トレードオフという視点か
ら現在の生命戦略を選択したと考えら
れる。本特集の最後の第5章では，長
谷部が食虫植物の概要と食虫性の器官
を作るコストと，それによる従属栄養
のベネフィットについて解説する。

7 おわりに

従属栄養植物の種の数は，被子植物
の全種の1％程度ではあるが，その生
命形態そのものは決してマイナーなも
のではなく，陸上での植物の生命戦略
一般を考えるうえで，非常に貴重な研
究対象である。これらの植物は，その
特異な形態と生態，特に，その意表を
突いた栄養戦略で，植物愛好家を魅了
し，また多くの研究が成されてきたが，
寄生成立に至る分子過程や発生メカニ
ズム，従属栄養の分子メカニズム，さ
らにこれらの栄養形態が進化してきた
道筋は，なお多く謎のままである。し
かし，ようやく進化発生学の新しい視
点からの研究が始まり，また，ゲノム
解読やトランスクリプトーム解析など
の方法論がこれらの植物に対しても使
える段階となり，分子レベルでの研究
が本格化しつつある。また，特殊な植
物群ながら，それぞれの特異な生命戦
略を解析するための「モデル寄生植物」
も整備されつつあることが，1章から

5章までの各章を読んでいただければ
理解できると思っている。本特集によ
り，植物の従属栄養に関する新しい研
究の流れと，それを推進している若い
研究者の息吹が，読者の皆さんに少し
でも伝われば企画した者としては本望
である。
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