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「植物はすごい」　著者　田中 修 氏	

【最近の著書】	
植物はすごい 七不思議篇　中央公論新社　2015年07月  
植物はすごい 生き残りをかけたしくみと工夫　中央公論新社　2012年07月	
タネのふしぎ　ソフトバンククリエイティブ　2012年07月	
都会の花と木　中央公論新社　2009年11月	
花のふしぎ１００　 ソフトバンククリエイティブ　2009年10月	
花と緑のふしぎ　ＡＢＣラジオ「おはようパーソナリティ道上洋三です」編 

  神戸新聞総合出版センター　2008年11月（監修）	

bigissue-online.jp/archives/ 
1000021829.html　より	

田中　修　（たなか　おさむ）氏 
 
1947年京都生まれ 
京都大学農学部卒業 
京都大学大学院農学研究科　博士課程修了（農学博士） 
 
1983年より甲南大学 理学部で教鞭をとり、 
1993年より教授、現在に至る	
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「植物はすごい」　内容　	

 
n  植物たちのからだを守る知恵と工夫の“すごさ” 

Ø  第一章　自分のからだは、自分で守る 
Ø  第二章　味は、防衛手段！ 
Ø  第三章　病気になりたくない！ 
Ø  第四章　食べつくされたくない！ 

n  植物たちが環境に適応し逆境に抗して生きていくためにもっている
しくみの”すごさ“ 

Ø  第五章　やさしくない太陽に抗して、生きる 
Ø  第六章　逆境に生きるしくみ 
Ø  第七章　次の世代へ命をつなぐしくみ	

ふつうの植物たちがもっている、誇示されることなく秘められた“すごさ” 
植物たちの生きる“すごさ”　に着目 
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第一章　自分のからだは、自分で守る	

１．少しぐらいなら、食べられてもいい：植物の生産能力の高さ 
 
ü  植物は、自分に必要な物質を自分で作り出すことができる 
ü  地球上のすべての動物の食料を賄う 
 
動物に花粉やタネを運んでもらう（生活の場を移動・拡大する）術	

２．食べられたくない！：トゲでからだやタネを守る 
 
ü  動物が近寄ってこないように、近寄ってきた動物がかぶりつかないように、

茎・枝・葉を変化させてトゲを備える 
ü  トゲに加え、液で虫にかじられることや病原体の侵入に備える 
ü  かゆみや発疹を起こす成分を含む 
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第二章　味は、防衛手段！	

１．渋みと辛みでからだを守る：おいしくないと思わせて、食べられないようにする① 
 
ü  渋み　クリ、渋柿（タンニン）　干柿にすると甘くなる：水溶性のタンニンを不溶化 
　　　　　　させることにより渋みを感じなくさせる 
ü  辛み　・タデ（タデオナール）、大根（アリルイソチオシアネート）　先端が虫に 
　　　　　　食べ　られずに伸びるように辛み成分を多く含む 
　　　　　　・トウガラシ（カプサイシン）　昆虫が多い地域のトウガラシはカプサイシン　 
　　　　　　を多く含む：傷口から侵入した病原菌の侵入を防ぐため 
　　　　　　・シシトウ　成長途中のストレスにより辛みが変化 

２．苦みと酸味でからだを守る：おいしくないと思わせて、食べられないようにする② 
 
ü  苦み　ゴーヤ（ククルビタシン）タネが成熟する前に食べられないように 
ü  酸味　カタバミ（シュウ酸）、レモン（クエン酸）　虫や鳥には酸味は忌避効果 
　　　　　　がある　 
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第三章　病気になりたくない！	

１．野菜と果汁に含まれる防衛物質：病原菌の侵入を防ぐ① 
 
ü  ネバネバした物質（タンポポ、ゴムの木）　昆虫の気門を塞ぐ 
ü  タンパク質分解酵素（イチジク、パイナップル、パパイヤなど）　病原体

や虫を退治 
ü  界面活性剤（シャボンダマノキ、ムクロジ）　虫や病原菌に害のある石

鹸のような液でからだを守る 

２．病気にならないために：病原菌の侵入を防ぐ② 
 
ü  かさぶたをつくる（ハガキノキ、リンゴ、バナナ）　傷ついた部分を覆っ

て病原体の侵入を防ぐ 

３．香りはただものではない！：カビや病原菌を退治する 
 
ü  ヒノキ（ヒノキチオール）　殺菌効果 
ü  ササや竹の葉　防虫剤や防腐剤として古くから利用 
ü  クスノキ（ショウノウ）　防虫剤 
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第四章　食べつくされたくない！	

１．毒をもつ植物は、特別ではない！：有毒物質で食害を逃れる 
 
ü  シャクナゲ（ロードトキシン）、トリカブト（アコニチン）、ベラドンナ

（アトロピン）　病原体や動物に有毒な物質を持つ 
ü  アジサイ（青酸カリ）、キョウチクトウ（オレアンドリン）、オモト（ロデ

キシン）、ユーカリ（青酸） 
ü  ナンテン（ナンジニン、ドメスチン）　葉は防腐剤、実はのど飴とし

て利用 
ü  ヒガンバナ（リコリン）　モグラやネズミを寄せ付けない、飢餓時の

食料 

２．食べられる植物も、毒を持つ！：人間も食べ方のルールに従って食す 
 
ü  ジャガイモ（ソラニン）、ギンナン（ギンゴトキシン）、モロヘイヤ（ストロフェ

チジン）　有毒物質を含む部分を除いて食べる 
ü  ニラとスイセン（リコリン）、フキノトウとフクジュソウ（アドニン）、ヨモギとト

リカブト（アコニチン）、オクラとチョウセンアサガオ（アトロピン）　擬態で
食べられるのを防ぐ→誤食に注意 
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第五章　やさしくない太陽に抗して、生きる	

１．太陽の光は、植物にとって有害！：紫外線と闘うしくみ１ 
 
ü  光合成を行うためには、空気中のCO2量に比べて太陽の光は強すぎる

→エネルギーが飽和、活性酸素が産生される	
ü  活性酸素からからだを守る　抗酸化物質（ビタミンC、ビタミンE） 

２．なぜ、花々は美しく装うのか：紫外線と闘うしくみ２ 
 
ü  色素（アントシアニン）　赤、青の花に含まれる 
ü  色素（カロテン）　赤、オレンジ、黄の花に含まれる 
ü  葉、根、果実に含み、からだやタネを紫外線から守る植物も存在 
ü  紫外線が強いほど、色素を多く含むため色鮮やかになる＝逆境に抗して

美しくなる 

逆境に出会って苦労すれば、人間性が磨かれる 
若い時の苦労は買ってでもせよ	
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第六章　逆境に生きるしくみ	

１．暑さと乾燥に負けない！：暑さと闘うしくみ 
 
ü  夏の暑さに弱い植物は、夏までに姿を消す 
ü  夏に育つ植物の暑さ対策　溢水：夜間に給水してからだにため込む 
ü  夜に光合成の準備をする　CAM植物：夜間にCO2をため込む	

２．寒さをしのぐ：寒さと闘うしくみ 
 
ü  常緑樹は、葉の糖濃度を高めて凍結を防止　ダイコン、ハクサイ、キャ

ベツなどの野菜にも共通 
ü  秋に発芽し越冬する草花の特徴　ロゼット型	

３．巧みなしくみで生きる：驚くような生き方 
 
ü  シメコロシノキ　他の樹木に巻きつき成長する 
ü  食虫植物　消化酵素で捕らえた虫を消化、栄養（窒素源）を吸収する 
ü  ネナシカズラ　「根も葉もない」他の植物に巻きつき生きる寄生植物 
ü  ピーナッツ　花を咲かせた後で実を地中でつける、軽い殻で新しい生育

地に移動する	
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第七章　次の世代へ命をつなぐしくみ	

１．タネなしの樹でも、子供をつくる：タネがなくても実を肥大させるしくみ 
 
ü  実を肥大させるホルモン　オーキシン 
ü  温州ミカン　花粉はタネをつくる能力を欠損したが、メシベは受粉すれ

ばタネをつくることができる→たまにタネありミカン 
ü  パイナップル　自家不和合性、単為結実→多品種の花粉によりタネが

できることもある	

２．花粉はなくても、子どもをつくる：タネがなくても実を肥大させるしくみ 
 
ü  無花粉スギからタネをつくる　ジベレリン 
ü  ジベレリンの発見　イネが長く伸びてしまいコメを実らせない病気の研究	

３．仲間とのつながりは、強い絆：地下茎で仲間とつながる 
 
ü  ヒルガオ、ワラビ、ドクダミ、スギナ、ハス　地上部は冬の寒さで枯れても、地

下部は枯れずに生存 
ü  イタドリ　イギリスで日本の植物が帰化植物として繁殖 
ü  マザー・リーフ（セイロンベンケイソウ）　葉から子どもの葉っぱを生み出す 
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アサガオのはなし　「植物はすごい　七不思議篇」より	

１．なぜ、タネは硬い皮をもつのか？ 
 
Ø  暑さや寒さなど、都合の悪い環境を耐えしのぐため 
Ø  生育する場所を変えたり、生育地を広げるため 

ü  動物に食べられたとき、胃や腸で消化されない 
ü  タネが発芽する場所を選ぶことができる 

→タネのすべてが一斉に発芽することで全滅するリスクを回避	

２．なぜ、朝早くに、花はいっせいに咲くのか？ 
1.  どのようにして、ツボミは朝の訪れを知るのか 
2.  朝早く花が咲けば、この植物にとって、何かいいことがあるのか 
3.  花がいっせいに開く利点は、何か 

Ø  アサガオのツボミは、暗くなりだしてから約10時間後に開花する 
Ø  朝早くには、他の種類の植物の花がまだ咲いておらず、ハチやチョウを誘い

込むのに有利 
Ø  同じ種類の花がいっせいに開くことで、受粉しやすい 

→子孫を残すための巧妙なしくみ	
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かしこい生き方のススメ　COMZINE by ntt コムウェア	
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かしこい生き方のススメより：動物と植物の生き方の違い	

動物	 植物	

栄養摂取	 食べ物を求めて動き回る	 光合成により自分の栄養
を作ることができる	

生殖活動	 相手を探す必要がある	 花粉を風や虫に運ばせる 
その場にいても，うまく生
殖できるしくみを具備する	

耐寒・耐暑	 寒さ暑さをしのぐため，移
動する	

苦手な季節をやりすごす
ためのしくみを有する	

ü  環境に適応するしくみを次々に用意している 
ü  動物の食べ物まで生み出すことができる	

植物は，動き回る必要がないから動かない	

動かない生き方だからこそ、周りの環境・生物との共存方法を確立	
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かしこい生き方のススメより　	

n  タネの役割：都合の悪い環境を耐え忍ぶ＝発芽して良い状況か感知する 

Ø  光の感知（赤色光，青色光） 
Ø  温度変化による土壌の深さ（場所）の感知 
Ø  （日の長さの変化などから）季節の感知	

n  植物の進化 ＝ 海からの上陸において「いかに水との縁を断ち切って 
  生きられるか」 

 
Ø  乾燥に耐える 
Ø  自分の体を支える	
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雑草の生命力　	
BIG ISSUE ONLINE記事 
2008年3月15日発売　THE BIG ISSUE JAPAN 第91号より	

n  雑草の持つ生命力（例，タンポポ、オオバコ） 

　　すごい潜在能力を持ちながら、控えめに生きている 
　　身分相応で、誇らしげに大きく育つより、とにかく生き抜こう 
　　としている	

n  自分の力で生き抜く雑草の戦略 

Ø  植物は触られると感じてホルモン（エチレン）を出す 
　　→太く強い植物に成長させる 
Ø  暑さに弱い草花は、タネとなって夏の暑さをしのぐ 
　　＝2か月前に夏の到来を感じて花を咲かせる 
Ø  草花は、ある特定の季節・特定の時刻に仲間と一緒に花を咲かせる

＝実りを多くするためには，自分だけの繁栄はありえない 
Ø  常に自分とは違う体質の子どもをつくる生殖の工夫 
　　＝多様性の確保により、環境に対して強くなる	
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植物の生き方	

植物の生き方　＝　「共生」	

環境との共生	

大気	
水	

光	 微生物	

他種との共生	

動物	

植物	
昆虫	

同種との共生	

同種の仲間	

植物	
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常盤塾キーワード	

共生	

時中	多様性	

集団の力	
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さいごに　田中氏のことばから	

植物に限らず、“ふしぎ”というものは、感じなければ、何も“ふしぎ”ではありません。	

疑問を深めて考えていくことはて、“ふしぎ”の解決に導いてくれます。
植物の“ふしぎ”の深さは、“すごさ”でもあります。	

一つの“ふしぎ”が解かれたと思うとき、多くの場合、次の“ふしぎ”が浮かび
上がってきます。“ふしぎ”というものは、尽きることがないのです。 
尽きることのない“ふしぎ”は、“すごい”と感じざるを得ません。 

植物たちの“ふしぎ”は、広く、深く、尽きるものではないのです。 
広い“ふしぎ”を感じ、それらの“ふしぎ”に深く踏み込んで 
考えることは、事象に対する理解を深めます。 
尽きることのない“ふしぎ”に思いをはせることは、洞察力を 
高めることにつながります。	

植物はすごい　七不思議篇　「はじめに」より	
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以下、補足資料	
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光合成	

植物が光によってデンプンなどを作る働き	

植物および光合成細菌によって行われる、光のエネルギーを利用した二酸
化炭素から有機物の合成反応。（生化学辞典第3版）	

【一般式】  2AH2　＋　CO2　→　(CH2O)　＋　2A　＋　H2O 
【植　物】  2H2O　＋　CO2　→　(CH2O)　＋　O2　＋　H2O 

1.  光がクロロフィルなどの光合成色素に吸収され、そのエネルギーが色素
分子間を移動して反応中心で捕捉され、光化学反応によって1対の酸化
型と還元型の物質を作り出す。 

2.  光化学反応でつくられた参加生成物、還元生成物を利用して、H2Oの電
子をNADP+に伝達する一方、O2を発生する電子伝達反応を起こす。 

3.  電子伝達反応に共役してH+がチラコイド膜内腔に輸送され、その結果
生じた電気化学ポテンシャルを利用してATPをつくる光リン酸化を起こす。 

4.  上記反応でつくられたNADPHとATPを利用して、ストロマでCO2の固定
反応が行われる。	 http://www.biol.okayama-u.ac.jp/ 

yamamoto/kenkyu/chloro.gif　より	
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光合成の炭酸固定の主反応	

このあたりに書かれています	

簡略化すると	

細胞機能と代謝マップ　1細胞の代謝・物質の動態　日本生化学会編	
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タンニン	

【タンニン】 
タンニン酸ともいう．広く植物界に分布するタスのフェノール性ヒドロキシル基
をもつ複雑な構造の芳香族化合物の総称　 
一般に収斂性の味があり，蛋白質，アルカロイドを沈殿させ，Fe(III)など重金
属と濃緑色ないし濃紫色の錯化合物をつくる．鞣皮性をもち製革に使われる
ほか，染色にも用途がある． 
『生化学辞典　第３版』（東京化学同人　1998） 
 
 
タンニンの分類 

1.  加水分解型タンニン（ガロタンニン，エラージタンニン，その他） 
2.  縮合型タンニン（単純縮合型タンニン，複合縮合型タンニン） 
3.  新型タンニン 
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タンニンの不溶化	

Chemical evidence for the de-astringency (insolubilization of tannins) of persimmon fruit  
Takashi Tanaka, Ryuji Takahashi,Isao Kouno and  Gen-ichiro Nonaka   J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 1994, 3013-3022 

論文Scheme1	

水溶	

不溶	

不溶化の方法 
ü  アルコール漬け 
ü  CO2ガス処理 
ü  温水処理	

→いずれもアセトアルデヒドを 
　　発生させる	
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解糖系と代謝	 細胞機能と代謝マップ　1細胞の代謝・物質の動態 
日本生化学会編	
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毒物の例　アトロピン	

受容体	
 
 
 

アトロピン 
C17H23NO3，Mw 289.37	

中枢作用	 副交感神経抑制による中枢興奮作用，
大脳運動領の興奮	

末梢 
作用	

目	 瞳孔括約筋の弛緩による散瞳，眼内
圧上昇、毛様体筋収縮抑制	

分泌腺	 胃酸、気管支、汗腺などの分泌抑制 
唾液腺の分泌抑制	

平滑筋	 胃腸管の緊張，運動抑制 
気管支、胆のう収縮抑制	

循環器	 心拍数の増加（頻脈）	
ムスカリン受容体とリガンドの結合を遮
断し、中枢・末梢での作用を示す	
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ちなみに　厚生労働省HP「自然毒のリスクプロファイル」	

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/poison/index.html	

猛毒を持つ植物も多いです。気をつけましょう！	


