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                                    はじめに

　この冊子は、文化庁の「文化遺産を生かした観光振興・地域活性化事業」の取り組

みの一つとして、大阪府伝統文化保護団体連絡会が平成２３年度に府内の国指定、府

指定天然記念物（植物）を確認し、その概要をまとめたものです。

　現在、大阪府内で国指定及び府指定の天然記念物となっている植物は、国指定４件、

府指定７８件の計８２件に及びます。このうち実に 8 １件が樹木であり、その多くが

大阪府を代表する巨樹巨木あるいは大阪府の自然環境を示す貴重な植物群落として指

定されています。また残る 1 件は草ですが、これは現在の栽培種が失った古い性質を

現代に伝える希少種として指定されています。いずれも学術上貴重な植物であり、わが

国あるいは大阪府の自然を記念するものとしてきわめて重要なものであると言えます。

　しかし、忘れてはならないことは、所有者及び地域の人々が、長い年月にわたり畏敬

をもって大切に守り育ててきたからこそ、これらの植物が天然記念物として指定され、

保護されたということでしょう。早くより都市化の進んだ大阪府において、これほど

多くの天然記念物が残っているのは、先人のたゆまぬ努力のおかげであり、人間社会

と自然の調和を象徴するものとして、その価値は計り知れません。

　今回の取り組みがきっかけとなって、より多くの方々に天然記念物への関心をお持

ちいただき、ひいては文化財保護への思いを強めていただくことになれば幸いです。

　なお、このたびの天然記念物の調査並びに本冊子作成にあたりましては、所有者の

みなさまをはじめ、地元市町村教育委員会、諸先生方に大変お世話になりました。こ

こに厚く御礼を申し上げます。

　

　平成２４年３月

　　　　　　　　　　　　　　　大阪府伝統文化保護団体連絡会会長　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　大阪府教育委員会事務局文化財保護課長　野口雅昭
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本書の見方

１　本書は大阪府内に所在する天然記念物（樹木）のうち国指定４件、府指定７８件を紹介するものです。

２　各指定樹木は、樹種ごとに整理しました。掲載する順番は利便性を重視し、樹種の五十音順としました。

３　樹種名はカタカナで統一しました。

４　本書では樹木の大きな分類について、多くの人に馴染みのある広葉樹、針葉樹の分類を採用しました。
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１　樹木を知ろう

　近所の公園や神社、お寺の境内に行くと、見上げるよう

な大木や、美しい花が咲いた樹木に出会うことがあります。

そうした時にふと「これは何の木かな？」と思うことはあ

りませんか。

　樹木には「広葉樹」と「針葉樹」の区別があることや、

秋から冬になると葉が落ちる「落葉樹」と、一年を通して

葉が付いたままの「常緑樹」があることをご存知の方は多

いでしょう。ところが樹木の名前となると、よく見かける

樹木であっても知らないことが多いものです。図鑑を開い

ても何を手がかりに調べたらいいのか、途方にくれること

が少なくありません。

　そこで第 1 章では、樹木を見分ける手がかりとして、（１）

全体の形、（２）高さ、（３）木肌、（４）葉、の四つのポ

イントをとりあげてます。自分で樹木の名前がわかるよう

になると、樹木との出会いがもっと楽しくなりますよ。

２　見分けのポイント

（１）全体の形

　少し離れたところから、樹木全体を眺めてみましょう。

街路樹のようにひんぱんに剪定されると樹木の形は変わっ

てしまいますが、自然に成長した樹木は、その種類によっ

てある程度決まった形をしています。

　この形を大きく分類すると、①円形、②楕円形、③卵形、

④三角形、⑤逆三角形、⑥不整買形（幹や枝が曲がり形が

整っていないもの）に整理できます。

　一般的に円形、楕円形、卵形のものは広葉樹に多い形で

あり、三角形は針葉樹に多い形です。また逆三角形のもの

はサルスベリやソテツなど、不整形は枝が垂れるシダレザ

クラやヤナギ、幹や枝が曲がったマツなどを例に挙げるこ

とができます。

　このほか特殊なものとして他の樹木などにからんで伸び

る「つる性樹木」もあります。４～５月に美しい花を咲か

せるフジがよく知られています。

（２）高さ

　樹木は年々成長します。成長の度合いは、生えている場

所の環境や気候に左右されますが、樹種によって成長でき

る大きさはだいたい決まっていますから、樹木の名前を調

べる際に、高さは手がかりのひとつになります。

　樹木はその高さによって、大きく①高木、②小高木、③

低木に分類されます。はっきり決まった基準はありません

ので、ここでは８ｍ以上を高木、３～８ｍを小高木、３ｍ

以下を低木としておきます。例を挙げると、高木にはアカ

ガシ、クスノキ、ケヤキ、シイ、モチノキ、スギ、ヒノキ、

マキ、カヤ、イチョウなどがあります。小高木には、カク

レミノ、ギンモクセイ、モミジなどが、低木にはツツジ、

サツキなどがあります。

（３）木肌

　樹木の木肌を見ると、なめらかなものから、ごつごつし

たものまであります。ここでは①なめらか、②横の筋が入

るもの、③縦の筋が入るもの、④あみの目に筋が入るもの、

⑤樹皮がはがれるもの、に分類します。
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　なめらかなものには、カクレミノ、クロガネモチ、ツバ

キなどがあります。横の筋が入るものには、ソメイヨシノ

などのサクラ類やケヤキなどがあります。この横の筋は、

皮目（ひもく）といって、通気孔のような組織が並んだも

のです。縦の筋が入る樹木はたくさんあります。浅い筋の

ようなものから、深い亀裂のようなものまで、さまざまで

す。針葉樹の多くも縦の筋が入りますが、広葉樹とはだい

ぶ印象が異なり、皮が細く裂けてささくれたようなものが

多いのが特徴です。あみの目状に筋が入るものには、マツ

やカキ、ハナミズキなどがあります。樹皮がはがれるもの

には、部分的にはがれるケヤキやムク、ナギなどのほか、

全体的にはがれるサルスベリなどがあります。

　このように木肌は樹木を調べる手がかりになりますが、

人間が年をとると皺が増えるように、樹木も成長するにつ

れて木肌の様子が変ることがあります。天然記念物に指定

されているような巨樹巨木は、樹齢数百年に及ぶものです

から、同種の若木の樹皮と比べると大きく異なることがあ

るので注意が必要です。

　

（４）葉

　樹木の特徴を最も見分けやすいのが葉です。

　ポイントとして、ａ　葉の付き方、ｂ　葉の形、ｃ　葉

の縁の形、ｄ　葉の色と厚さ、をとりあげます。

[ 広葉樹 ]

ａ　葉の付き方

　①左右一枚づつ交互に付くもの（互生）、②左右二枚一

対に付くもの（対生）、③三枚以上が一ヶ所に付くもの（輪

生）、④短い枝の先端に葉が束になって付くもの（束生）、

の四種類があります。最も一般的なのは互生ですので、調

べたい樹木が対生、輪生、束生であれば、候補をかなり絞

ることができます。なお例として対生はカツラ、ギンモク

セイ、モミジなど、輪生はキョウチクトウやヤマツツジな

ど、束生はイチョウなどがあります。

ｂ　葉の形

　まず葉の大きい分類として、①単葉と②複葉の 2 種類

があります。

　単葉は一枚の葉身からなるもので、いわば普通の葉です。

切れ込みのあるものと、切れ込みのないものに大きく区別

することができます。切れ込みのあるものでは、モミジや

ヤツデがよく知られています。またクワやオヒョウの葉に

も、特徴的な切れ込みがあります。

　これに対して複葉とは、一見すると枝から伸びた何枚も

の葉のように見えるもの（ひとつひとつを小葉といいます）

が、実は全体で一枚の葉である、というものです。複葉に

は小葉が羽のように並んだもの（羽状）と、小葉が手のひ

らのように並ぶもの（掌状）があります。羽のようになら

ぶものにはサイカチやモクゲンジなどがあり、手のひらの

ように並ぶものにはトチノキなどがあります。

ｃ　縁の形

　単葉の葉の縁に注目すると、①鋸歯と呼ばれるぎざぎざ

があるもの（鋸歯縁）と②ぎざぎさのないもの（全縁）、

があります。鋸歯は、その大きさや形などから樹種を見分

ける際の手がかりになります。

ｄ　葉の色と厚さ

　葉には、濃い緑色で分厚いものと、黄緑色で薄いものが

あります。おおむね前者は常緑樹であり、後者は落葉樹で

あると区別できます。

　

[ 針葉樹 ]

　針葉樹の葉は、細い針のようなもの（針状葉）と、魚の

鱗（うろこ）が重なったようなもの（鱗状葉）があります。

針状葉には、マツやマキ、カヤなどが、鱗状葉にはヒノキ

やビャクシンなどがあります。また特殊なものとして、ナ

ギのように、一見広葉樹かと見まがう幅広の葉をもつもの

もあります。

３　まとめ

　樹木を覚えるには、屋外に出て、じっくり観察するのが

一番です。四季の移ろいを感じながら、楽しんでいただき

たいと思います。

　なお、本章で紹介した樹木の見方をもとに、現在指定さ

れている国、府指定天然記念物を一覧表にして 4 ページ

に掲載しています。実際に天然記念物指定樹木を見るとき

や、身近な公園樹木、街路樹などの観察の際の参考になれ

ば幸いです。
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４ 第 1 章　樹木の見方

　　      葉の形　 
     単葉・複葉 切れ込み 鋸歯
アカガシ 円形 高木 剥がれ 互生 単葉 なし なし
イスノキ 楕円形 高木 なめらか 互生 単葉 なし なし
ウバメガシ 円形 小高木 縦筋 互生 単葉 なし あり
カクレミノ 楕円形 小高木 なめらか 交互 単葉 あり なし
ギンモクセイ 円形 小高木 なめらか 対生 単葉 なし あり
クスノキ 円形 高木 縦筋 互生 単葉 なし なし
クロガネモチ 楕円形 高木 なめらか 互生 単葉 なし なし
サザンカ 円形 小高木 なめらか 互生 単葉 なし あり
シイ（スダジイ） 円形 高木 縦筋 互生 単葉 なし なし
シイ（ツブラジイ） 円形 高木 なめらか 互生 単葉 なし なし
シリブカガシ 円形 高木 なめらか 互生 単葉 なし なし
ツバキ 卵形 高木 なめらか 互生 単葉 なし あり
ヤマモモ 円形 高木 なめらか 互生 単葉 なし なし
       

　　      葉の形 
     単葉・複葉 切れ込み 鋸歯
オヒョウ 円形 高木 縦筋 互生 単葉 あり あり
カイドウ 不整形 小高木 なめらか 互生 単葉 なし あり
カツラ 卵形 高木 縦筋 対生 単葉 なし あり
クワ 円形 小高木 縦筋 互生 単葉 あり あり
ケヤキ 円形 高木 なめらか→剥がれ 互生 単葉 なし あり
サイカチ 円形 高木 なめらか（棘あり） 互生・束生 複葉 （羽状） なし
サクラ（シダレザクラ） 不整形 高木 横筋→縦筋 互生 単葉 なし あり
サクラ（ヒガンザクラ） 円形 高木 横筋→縦筋 互生 単葉 なし あり
ツツジ（オオムラサキツツジ） 円形 低木 なめらか 互生 単葉 なし なし
トチノキ 楕円形 高木 縦筋→剥がれ 対生 複葉 （掌状） あり
ブナ 円形 高木 なめらか 互生 単葉 なし なし
ムク 円形 高木 縦筋 互生 単葉 なし あり
モクゲンジ 円形 高木 縦筋 互生 複葉 （羽状） あり
モミジ 円形 小高木 縦筋 対生 単葉 あり あり

      
　　       
イブキ（ビャクシン） 三角形 高木 縦筋 対生 鱗状
カヤ 三角形 高木 縦筋 互生 針状  
スギ 三角形 高木 縦筋 互生 針状  
ナギ 楕円形 高木 剥がれ 対生 ※広葉樹のように幅広  
マキ 不整形 高木 縦筋 互生 針状  

       
　　      葉の形 
     単葉・複葉 切れ込み 鋸歯
イチョウ 三角形 高木 縦筋 束　生 単葉 あり なし
ソテツ 逆三角形 小高木 － 束　生 複葉 なし なし

樹　種 樹木の形 樹樹の高さ 樹　皮 葉の付き方

樹　種 樹木の形 樹樹の高さ 樹　皮 葉の付き方

樹　種 樹木の形 樹樹の高さ 樹　皮 葉の付き方

樹　種 樹木の形 樹樹の高さ 樹　皮 葉の付き方

葉の形

落葉広葉樹

その他

常緑広葉樹

針葉樹

天然記念物樹木の樹種別一覧


