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7 月になると公園や里山では、下の写真のヤマドリタケモドキの大量発生に出会うことがよく

あります。

ヤマドリタケモドキは、夏に採れるキノコの中では 1、２を争う美味しいキノコです。

しかし、美味しいキノコはマツタケやマイタケのように見つけるのは一般的に困難です。

ところが、ヤマドリタケモドキは簡単に見つけることができる食菌です。

というのも、ヤマドリタケモドキは夏が来るとブナ科のコナラやカシがある公園や里山には必

ず発生します。

また、茶色系であるため一見すると地味ですが、大型であるのでよく目立ちます。

さらに言えば、ヤマドリタケモドキは似ているキノコが多いように見えますが、意外と似てい

るキノコが少ないため見分けることも簡単です。

そんなヤマドリタケモドキは夏の代表的なキノコの１つと言えます。

ところで、ヤマドリタケモドキという名前でこんなことを思ったことはありませんか？

「よく見つかるキノコなのに、なぜ名前に“モドキ”がつくのだろう？」

「なぜ、ヤマドリタケって名前にしなかったのだろう？」

今回の通信は、ヤマドリタケモドキになぜ“モドキ”という名前がついているのか。

そのあたりの事情について説明いたします。



なぜ、ヤマドリタケっていう名前にしなかったのでしょうか？

結論から言います。

ヤマドリタケモドキは、昔はヤマドリタケと呼ばれていました。

ヤマドリタケを日本ではじめて報告したのは川村清一氏です。

1908 年の「植物学雑誌 22(260):328」にて報告しています。

その文献で、川村氏はヤマドリタケに Boletus edulis という学名をあてました。

学名というのは世界で共通するキノコの名前です。

和名があればそれにあたる学名をつけるのが原則です。

まずは、川村氏はヤマドリタケに Boletus edulis をあてたと覚えてください。

さて、川村氏が 1908 年に報告したときは白黒の絵図と文章による解説です。

そのため、ヤマドリタケ Boletus edulis がどんなキノコなのかはっきりわかりません。

しかし、川村氏が執筆して 1927 年に発行された「原色日本菌類図説」には、「ヤマドリタケ

Boletus edulis」としてカラーの絵図が載っています。



絵図と解説を見ると、これは 1 ページ目の写真の ヤマドリタケモドキ と同じキノコです。

川村氏が ヤマドリタケ Boletus edulis として報告したキノコは、現在の ヤマド

リタケモドキ と呼ばれているキノコと同じです。

次に、今関六也氏と本郷次雄氏が執筆して 1957 年に発行された「原色日本菌類図鑑」を見て

見ます。

こちらにも ヤマドリタケモドキ はなくて、ヤマドリタケ Boletus edulis としてカラーの絵図

と解説が掲載されています。

このカラー絵図と解説を見ると、今関六也氏と本郷次雄氏が記載したヤマドリタケ Boletus 

edulis も、現在のヤマドリタケモドキと同じキノコです。

これらの事実は、菌蕈研究所の長沢栄史先生が、1997 年の「菌蕈研究所研究報告 第 35 号の

48 ページ」で指摘しています。

昔は、ヤマドリタケモドキをヤマドリタケと呼んでいたことがわかります。



次に、最近の図鑑を調べてみます。

幼菌の会が執筆して. 2001 年に発行されてた「カラー版 きのこ図鑑 p. 168. 家の光協会. 」

を見てみましょう。

この図鑑では、ヤマドリタケ Boletus edulis は載っていなくて、ヤマドリタケモドキ だけが

載っています。

本郷次雄氏の監修によって 1994 年に発行された「山渓フィールドブックス 10 きのこ」を見

て見ましょう。

こちらでもヤマドリタケ Boletus edulis は載っていなくて、ヤマドリタケモドキだけが掲載さ

れています。



この２つの図鑑に掲載されているヤマドリタケモドキと先の「原色日本菌類図説」や「原色日

本菌類図鑑」に掲載されている ヤマドリタケ Boletus edulis とは同じキノコです。

これらの図鑑をよく見ると、ヤマドリタケモドキの横に Boletus reticulatus と載っています。

ヤマドリタケモドキ の学名は Boletus reticulatus があてられています。

これを覚えておいてください。

さて、最近の図鑑ではヤマドリタケモドキしか掲載されていないことがわかりました。

ということは、どこかで名前が変わったということになります。

一体、「誰が」「いつ」「どこで」「なぜ」名前を変えたのでしょうか？

これらを以下の２つにまとめて説明します。

①「誰が」「いつ」「どこで」名前を変えたのか？

② 「なぜ」名前を変えたのか？

特に②が重要です。

①「誰が」「いつ」「どこで」名前を変えたのか？

まずはこちらの絵図と解説をご覧ください



これは、今関六也氏と本郷次雄氏によって 1989 年に発行された「原色日本新菌類図鑑Ⅱ」に

掲載されているヤマドリタケモドキの絵図と解説です。

これをよく見ると以下のように掲載されています。

ヤマドリタケモドキ（新称） Boletus reticulatus

新称とは、その文献で和名をはじめて公表したことを表しています。

「原色日本菌類図説」や「原色日本菌類図鑑」でヤマドリタケと呼ばれていたようなキノコは

この日から、ヤマドリタケモドキに名前が変わったことになります。

また、ヤマドリタケモドキの学名には Boletus reticulatus をあてています。

原色日本新菌類図鑑は各章によって執筆者が分担されています。

ヤマドリタケモドキが掲載されているイグチ科の担当は菌蕈研究所の長沢栄史先生です。

ということは、長沢先生がヤマドリタケ Boletus edulis としていたキノコを ヤマドリタケモ

ドキ Boletus reticulatus に変更したということになります。

② 「なぜ」名前を変えたのか？

長沢先生はヤマドリタケをなぜヤマドリタケモドキに変えたのでしょうか？

それは学名が原因です。

下の図をご覧ください。

昔はヤマドリタケ Boletus edulis しか知られていなかったので以下のような構図になります。

川村氏は、1908 年に上の写真のようなキノコは海外で報告されている Boletus edulis と判断

しました。

しかし、長沢先生がよく調べてみると、写真のキノコは Boletus edulis ではなく、Boletus 

reticulatus であることが判明したのです。

それが 1989 年のことです。

ヤマドリタケ Boletus edulis



そうすると以下のような構図になります。

そうなると、写真のキノコは、和名がヤマドリタケ、学名が Boletus reticulatus となるのでし

ょうか？

しかし、ここで、長沢先生はヤマドリタケモドキという和名を作りました。

そうすると、以下のような構図になります。

ヤマドリタケ Boletus edulis

Boletus reticulatus

ヤマドリタケ Boletus edulis

Boletus reticulatusヤマドリタケモドキ



しかし、ヤマドリタケモドキという和名を作らずに、ヤマドリタケの学名を Boletus reticulatus

に変更する選択肢もあります。

その場合は以下のような構図です。

この場合、Boletus edulis は、Boletus reticulatus にヤマドリタケという和名をとられたこと

になるので、和名はなくなります。

なぜ、長沢先生は上図のようにしようとしなかったのでしょうか？

それは、海外で報告されている Boletus edulis が実際に日本にも存在する可能性があったから

です。

「原色日本新菌類図鑑Ⅱ」のヤマドリタケモドキの解説をご覧ください。

日本で報告されていた ヤマドリタケ の大多数は、ヤマドリタケモドキ Boletus reticulatus

であったのですが、一部はヤマドリタケ Boletus edulis も混じっている可能性があったのです。

では、実際に日本には真の Boletus edulis が存在するのでしょうか？

最近の図鑑では ヤマドリタケ Boletus edulis と ヤマドリタケモドキ Boletus reticulatus

の両方が掲載されていて、日本にも存在することがわかります。

ヤマドリタケ

Boletus edulis

Boletus reticulatus

和名なし



大作晃一・吹春俊光. 2010. おいしいきのこ毒きのこ p. 62,63. 主婦の友社

工藤伸一. 2009. 東北きのこ図鑑 p. 143,144. 家の光協会.



もし、Boletus edulis が存在しない可能性が極めて高いなら、 ヤマドリタケ Boletus 

reticulatus でも良かったかもしれません。

しかし、日本には Boletus edulis も存在するのです。

そうすると、ヤマドリタケ Boletus reticulatus にしたとすれば、Boletus edulis に新しい和名

をつけなければいけません。

ということは、いずれにせよ新しい和名を考える必要があったのです。

そこで、長沢先生は学名についている和名をそのまま残しました。

そのため、以下のようになります。

結局、「なぜ」名前変えたのか？

それは学名が違っていたからです。

非常にわかりにくいかったと思います。

そこで、最後にまとめると、

①いつ・どこ・誰が名前を変えたのか？

いつ  1989 年

どこで 原色日本新菌類図鑑Ⅱ

誰が  菌蕈研究所の長沢先生

② なぜ名前を変えたのか？

学名が違っていたから

ヤマドリタケ Boletus edulis

ヤマドリタケモドキ Boletus reticulatus



ヤマドリタケモドキは、なぜ“モドキ”なのでしょうか？

現在の日本の里山や公園でよく見られる ヤマドリタケモドキ と呼ばれてい

るキノコは、昔は ヤマドリタケ と呼ばれていました。

ヤマドリタケの学名を Boletus edulis としたのは川村清一氏で、1908 年のこ

とです。

ヤマドリタケはキノコ好きな方の間で優秀な食菌として重宝されてきました。

ところが、それまでヤマドリタケ Boletus edulis としていたキノコは、1989

年に長沢先生の研究によって、そのほとんどが「海外で報告されている Boletus 

edulis ではない」ということがわかりました。

そのほとんどが「Boletus reticulatus というキノコ」だったのです。

そこで長沢先生は Boletus reticulatus にヤマドリタケモドキという新しい名

前を作りました。

名前の由来は 「ヤマドリタケ によく似ている」という意味です。

一方、Boletus edulis には従来通りヤマドリタケという名前を残しました。

ヤマドリタケモドキという名前ながら、ヤマドリタケよりもよく見られるのは

そんな学名の間違いが原因だったのです。

ヤマドリタケとしていたキノコは、現在ではヤマドリタケモドキという名前に

変わりました。

しかし、キノコ好きの間では優秀な食菌として重宝されていることには変わり

ありません。

名前が変わってもキノコが変わることはないのです。



補足説明

ヤマドリタケは日本にも発生します。

しかし、見ることができるところは限られています。

見ることができるのは、長野県や青森県、北海道などの標高の高い地域です。

また、ヤマドリタケとヤマドリタケモドキの大きな違いは発生環境にあります。

原色日本新菌類図鑑に検索表を見てください。

発生環境が広葉樹林か針葉樹林かが見分ける大きなポイントです。

針葉樹林→ヤマドリタケ

広葉樹林→ヤマドリタケモドキ

その他にも柄の網目の状態や傘の構造などにも違いが見られるようです。


