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会長 小田忠文 
先月 5 月 21 日、千里第４緑地のヒメボタル発光

数は 1930 でした。これは過去 20 年の観察で最高

の数字です。ヒメボタルはゲンジボタルやヘイケ

ボタルとは違って、幼虫時代を陸で過ごすので川

や田んぼを必要とせず、河川が汚染されたり農薬

が使われたりした時代を陸の上で生き延びてきま

した。しかしヒメボタルのメスは 4 枚の翅のうち

後翅 2 枚が退化していて飛ぶことができません。

そのため生息区域が開発されると逃げるわけにい

かず絶滅に追い込まれます。▲すいた市民環境会

議（当会）が発足した 1997 年、大木調査をして

いるときの雑談で「高野台でホタルが飛んでる」

という話が出ました。目撃情報を集めたところ、

西山田や千里山高塚でも「見た」と聞こえてきま

した。そこで当会と吹田自然観察会（観察会）が

調査を提案し、1998 年 5 月 1 日から発光数の調

査を始め、今年は 21 年目になります。98 年は千

里山高塚地区も調査しましたがすぐに開発されマ

ンションになってしまいました。調査は発光が見

られなくなる 6 月中ごろまで毎日続けます。調査

をはじめたときから約 10 年は当会、観察会、西

山田ヒメボタルの会の三者合同で調査をしていま

した。その後吹田ヒメボタルの会に統一して今日

まで調査を続けています。▲調査方法は 20 時に

吹田市の西山田出張所に集合し、全長４km を 10
の区間に分けて歩きながら発光を数えていきます。

区間が終わるたびに調査員全員の計測結果を比べ

て最高と最小を除いた数字を平均してその区間の 

 
 
数とします。計測の見落としも当然あるし、二重

に数えることもあるでしょう。しかし数人の計測

結果には大きな違いはありません。この 20 年間

の計測結果を見ると 1998 年から 2007 年の 10 年

間の発光数合計は 48,321 で後半の 10 年（2008
～2017 年）は 71,176 と約 1.5 倍に増えました。

▲この成果は一年を通して地道な努力があっての

ことなのです。調査を始めたころの現地はニュー

タウン開発以来、孟宗竹が伸び放題でした。10 年

前（2007 年）に、この緑地の管理を目的として

NPO 法人吹田みどりの会ができ、進出した竹を

コツコツと伐採し続けてきました。さらに年に一

回、彼らと地域の人や吹田ヒメボタルの会が緑地

の清掃を続けてきました。清掃作業では空き缶や

レジ袋、さらに自転車、テレビなど不法投棄され

たものが出てきます。この場所が市内で、いや北

摂で、いや大阪府内でもとても貴重な場所である

という思いに至らない人がまだ多いのが現状です。

▲発光数が最高を記録した翌日、環境省が「レッ

ドリスト」に絶滅の恐れのある野生生物の 44 種

を追加して 3,675 種としたことを発表しました。

その中でドジョウが準絶滅危惧種に指定されまし

た。国レベルでは準絶滅危惧種となりましたが大

阪府のレッドリストではすでにメダカと同じく絶

滅危惧種になっています。しかしヒメボタルはま

だ大阪府では準絶滅危惧種にとどまっています。

初夏にホタルの乱舞を見たお礼に、せめて秋に行

われるヒメボタル生息地の清掃作業に協力してく

ださる人が増えることを期待しています。   
 

コラム 

＜表紙の絵＞                       吹田の生きものシリーズ（１７） 
ヤマフジ（マメ科） 

ヤマフジはマメ科の「つる植物」で、本州の近畿以西と四国、九州に自生する。藤棚に使われる

フジ（ノダフジともいう）は、本州・四国・九州に広く自生し、共に日本の固有種である。 
 花は、長さ 10～20 ㎝ほどの房状に集まって咲く。「つる」は右巻きで樹木などにからみ、左巻き

で巻きつくフジとの見分けがつく。 
 「つる植物」は周りにある草木を支えに伸び上がり、やがて支えた草木に覆いかぶさるが、覆わ

れた草木は光合成が弱ったりして枯れたり、重さに耐えかねて折れたりする。このように多くの「つ

る植物」は周りの植物に競り勝って繁茂する。千里第 4 緑地でもヤマフジに覆われた「コナラ」や

「アベマキ」などの雑木が枯死したり折れたりしている。  
 初夏に草木を覆って咲き誇るヤマフジの花は、「自然の生存競争」の象徴であり、植生の管理作業

など林野の手入れを怠ったって、放置した結果でもある。 
（注：ノダフジはフジの名所、摂津の国・野田村（現・大阪市福島区、今は区の花）に由来する） 

（表紙の絵と文：生きもの委員 塩田 敏治） 
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「吹田ぷくぷく市民共同発電所」 発電量報告（2018年4月分まで）

２０１８年発電量（左目盛） 前年同月発電量（左目盛）

２０１８年累積発電量（右目盛） 前年累積発電量（右目盛）

 
 
 
 
 
 気が付けばもう六月、暦の上ではすでに夏になり、日射しも厳しくなってまいりました。この日射し

のおかげで発電ができているのだと思えば、多少は涼しく・・・とはならないですね。 
下のグラフにある通り、昨年実績からすれば、この時期は年間で一番の発電期です。市民共同発電所

は頑張って働いておりますので、みなさまもご自愛の上、元気にお過ごしください。 
 自然エネルギーすいたでは、今年度も新たな市民発電所設置に向けて模索を続けながら、再生可能エ

ネルギーに関する知識を深めるべく、勉強の機会を設けてまいりたいと考えておりますが、その第一弾

として、下記の通り、講演会を企画いたしました。是非ご参加ください。 

自然エネルギーすいた 講演会 

「再生可能エネルギーの最新動向と市民の取り組み 

～バイオマス利用にも触れながら～」 

講 師  和田 武さん（自然エネルギー市民の会代表/和歌山大学客員教授） 

日 時  7 月２２日（日） 14:00～16:00 

会 場  千里市民センター多目的ルーム２（千里ニュータウンプラザ８Ｆ）阪急南千里駅すぐ 

参加費  500 円（当会会員は 300 円）  定員４０名 申込不要（満席の場合は当日先着順） 

この講演会の関連イベントとして、10 月には高槻バイオマス粉炭研究所に行き、実際に

バイオマス発電の見学を行うことも企画中ですので、そちらもご期待ください。 

 吹田ぷくぷく市民共同発電所は、昨年度を上回るペースで順調に稼働しております。 

 

「自然エネルギーすいた」報告 
   

近況報告、講演会のおしらせなど 

自然エネルギーすいたプロジェクト 長岡弘隆 
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生活環境委員会 
・・・・・ＮＥＷＳ 

生活環境委員会 喜田久美子 

 

関大生の 調査と観察会 

学生 4 人と関大生協ＯＢ2 人、塩田さん、原さんほか調査隊メンバーも加わって 

原さんの紙芝居でホタルの一生を知る   それぞれのカウント数を持ち寄って計算 

本隊 A55 B179 C676 D63 小計 973 
学生 A32 B89  C295 D47 小計 463  

調査結果 Ａ～Ｄは調査エリア 

特定外来生物 

オオキンケイギクが繁茂しています！ 

4 月から 6 月、吹田のあちこちに黄色い菊のような花が 
咲いています。それはオオキンケイギクではありませんか？ 
オオキンケイギクは特定外来生物に指定され、在来種の存続に 

被害を与えるとして、植えても、人にあげてもいけません。罰則もあります。

庭先に生えている場合はご自身で、それ以外は管理者と相談しながら駆除 
しましょう。駆除するときは、根から抜き取り、種が飛散しないよう厳重に 
ビニール袋に入れ、生ごみとして出してください。残された根や種から再生 
するので数年にわたって抜き取りの必要があります。 
←当会も参画しているアジェンダ 21 すいた自然部会がパンフレットを発行しました。吹田の特定外
来生物（植物）についてくわしく解説してあります。事務局：吹田市役所環境政策室内 

5 月 20 日（日）協働参加している関

大の授業「ヒトによる環境の改変と保

全」の課外体験プログラムとして、ヒメ

ボタル調査・観察会を実施しました。参

加学生は 4 人、ほかに関大生協 OB2 人、

環境会議から小田理事・喜田。吹田ヒメ

ボタルの会の塩田会長、原さんに説明を

していいただいた後、8 時から、全体の

約半分のエリアを回りました。 
暗い通路に入るとすぐピカッピカッ。

「あっ、あれがホタル？」「うわ、初め

て見た！」。コースを進むにつれ発光数

が多くなり、ついつい見とれてしまって

カウントが追いつきません。高町池の手

前のＣ地点は竹藪の整備が進んだ所で、

手前も奥の藪の中にも多くの光が見え

ました。 
高町池の周りの空が開けた所では、国

際宇宙ステーションの飛行が見え、これ

も学生にとって初めてとのことでした。 
発光数を調査本隊と比べてみると右記のとおり。学生は慣

れていないためか調査本隊の約半分の結果でした。この日の

全コースの発光数はなんと 1739。調査の大変さと喜びも味

わい学生にとっては貴重な体験になりました。ご尽力いただ

いた皆さま、ありがとうございました。 
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ある日、隣国の首脳が国境を越えて握手をして

いる。なにが起こったのか？こんなに人って急に

変わるものなの？ 素晴らしい平和的スピーチ。

何？ オリンピックで感動して気持が変わった？ 
昨年、テレビのニュースでは大陸間弾道ミサイ

ルとか核実験とか、私たちは本気で不安になる日

さえあった。そして日本政府はミサイル防衛シス

テムを予算に組み入れた。使うかどうかもわから

ない、ましてやほんとに防衛のために使いこなせ

るのだろうか。 

みなさんはテレビやインターネットの情報をど

のくらい信じていますか？ 専門的知識のある方

や、経験値の高い人なら、そのニュースの真偽な

り、誇張してある部分に気づいているのかもしれ

ません。「納豆が健康にいいよ」とテレビで流れた

ら、次の日にはスーパーから納豆がなくなるとい

う現象をみると多くの人はテレビをある程度信じ

ているのだろう。 

この本ではメディアリテラシーについて書かれ

ている。 
『「リテラシー」の意味は識字。要するに字を読

んだり書いたりする能力のこと。（中略）一般的に

メディアリテラシーの意味は「メディアを批判的

に読み解く」とか「メディアを主体的に活用する」

などと説明されることが多い。』（本文より）とな

っている。 

テレビからの情報発信にはもちろん意図的に嘘

があるわけではない（と信じたい）でも切り取り

かたや受け取り方で伝わり方が変わってくる。 
最近私が気になるのは、日本の料理や、道具が

大好きな外国人が日本にきて、日本でその本物を

体験するという番組。「外国人は日本がすきなんだ

よ！ 日本ってやっぱり素晴らしい国なんだね！」

という意味が込められているようだ。私の思いす

ぎかもしれないが、外国人みんなが日本大好き！

というような伝え方の時がある。海外で暮らした

ことがある人ならお分かりかもしれないが、日本

という小さな国を知らない人のほうが断然多くて、

現地に住んでいると日本やアジアを差別する人た

ちもいる。もちろん日本の素晴らしさを伝えるこ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
とは良いことであるが、別の角度からも日本を見 
ることが必要に思う。 

私たちが見ていた隣国についてのニュースはミ

サイルや核開発、拉致被害者のことばかりだった。 
平和の側面は少しもなかったのか？ 隣国を擁

護するというわけではなく、メディアの伝えかた

によって私たちの思いは変わる。 
平和に向かうならミサイル防衛システムを買わ

ずに教育や福祉にお金を使えたかもしれない。拉

致されている人も違う救済があったかもしれない。 

メディアの立ち位置や、力の入れ具合で私たち

の社会があらぬ方向に向かわぬよう、私たちはい

ろんな角度から物事を見ていくことが大切である。

そんなことを投げかける一冊です。 

＜私の本棚より お勧めの 1 冊＞ 

森 達也著 『たったひとつの「真実」なんてない』 

メディアは何を伝えているのか？ 

理事 岡本 智子  

チクマプリーマー新書 

筑摩書房 定価(本体価格 820 円＋税) 

初版 2014 年 11 月 
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生きもの委員会ニュース 

大木調査 PartⅢの結果集約中    生きもの委員会 平 軍二   

１．大木は花盛り 

先月報告の通り大木調査 PartⅢは、2018年 3月 7日で吹田市

内全域の調査を終え、大木 1709本を確認することができた。

調査結果をまとめるにあたり、報告書を見ながら大木めぐりを

してもらうために、大木のある美しい風景写真を集めたいと、

ソメイヨシノの花だよりからスタートした。 

今年はソメイヨシノの開花が例年よりも早く、しかも好天が

続き花の期間が短かったため、集中的に花を求めて市内を巡回

した。吹田市には植栽されてから 30～50年のソメイヨシノが

多数あり、満開時に素晴らしい景色を見ることができたので、

吹田市内各所の満開ソメイヨシノを紹介する（写真右）   

２．大木の生きる厳しさ 

先に台風時の倒木など、大木が生き続ける厳しさを紹介したが、

今回、関西大学で吹田市保護樹木Ｎｏ２に指定されているクスノキ 

が枯れ始めていることを、大木メンバーの檜田氏から４月７日に連

絡があり、樹木の専門家中筋様にも現地を確認してもらった。 

このクスノキは昨年7 月 18 日の大木調査時には樹冠に葉が少な

くなっていたが、樹が枯れる状態とは思われず、幹周り 343 ㎝(2 本

立)で、写真のように堂々とした樹であることを確認していた。 

当会は喜田理事を通じて関西大学 K 教授にお聞きした所、関西

大学当局としても、以下の通り対応中であることがわかった。 

「昨年夏、法学部教授から管理担当の管財局あてに弱っているとい

う指摘があった。管財局が造園業者と相談し、水がいきわたっていな

いと判断し、２月に根本の面積を広くする工事を実施した。 

しかし、４月に入って葉が枯れ始めたため、管財局は造園業者が工

事で根を切ったのではと工事内容を確認したところ、造園業者から横 

に張る根はアスファルトにからんでおりそのまま盛り土したこと、また根は

生きているとの回答があった。更に天然記念物指定の古木大木への診 

断実績のある樹木医にこの

クスノキ２号の診断を依頼し

た結果、原因は「ナラタケモ

ドキ菌」であること、また根に

負担がかからないよう枯れ

葉を落とすことなどの診断を

受け、対応が進めてられて

いる。」 

 このように関西大学当局

がクスノキを守るために対

応してくださっており、クスノ

キの回復力を期待し、見守

っていきたいと思っている。 

 

 

 

 

６ 
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３．大木調査結果のまとめ 

（１）グーグルマップによる位置情報 

調査結果をグーグルマップを利用して表示することで、詳しい情報が得られるように WEB マップを作りました。 

この WEB マップの例を示します。左図は全大木 1709 本の大木位置を示しており、右図は拡大し千里南公園周辺

の 70 数本が示されている。左図では大木数が多いのでプロットが重なってわからないが、右図千里南公園レベル

に拡大表示すると樹種名が確認でき、しかもマップに表示されているプロットをクリックすると大木1 本1 本の詳細調

査データが盛り込んであるのが確認できる。現時点では大木調査メンバーしか閲覧できないがさらに検討中です。 

現在、調査結果を集約した報告書（冊子）制作を今年度末

（19/3）目標に進めている。そしてインターネットを利用してマ

ップ・写真・動画などで確認できるよう検討中である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）大木調査結果集約（所在地別・樹種別） 

調査結果を所在地別・樹種別で集約した。所在地別では本数で万博公園（289 本）、増加率で千里緑地（2.7 倍）

でトップとなった。吹田市内の公園や千里緑地は 1970 年代前後に整備されており、この時期に植栽された木が幹

周り 2m の大木ラインに到達しつつあることを示している。公園や千里緑地は公有地で伐採されることが少ないので、

今後も大木数が増加する傾向にあると思われる。それに対し PartⅡ大木数 2 位の関西大学は、大木増加率が 1.2

倍と低レベルだったが、関大敷地内は学舎新増設などで、空地が少なくなっていることによる。 

一方樹種別では、クスノキが断然トップで大木総数の 37％を占めたが、吹田市の木としてクスノキが選定されて

いることによると思われる。大木増加率でアベマキが 2.6 倍とトップになったのは、吹田市の原風景として残ってい

た里山林が、千里ニュータウン開発後も、千里緑地やニュータウン内公園に残され、アベマキが残ったものである。

吹田市に里山林があったことの象徴として、このまま、残ってほしいと思っている。 

 メタセコイアは 151 本もあり大木総数 8.8％、増加率も 2.5 倍と高かった。メタセコイアは公園などに数多く植栽さ

れており、今回大木合格となった木の周りに大木にもうすぐと思われるメタセコイアが多かったので、今後も大木レ

ベルに達する木が増え続けると思われる。 

 

 

 

全大木 1709 本 

千里南公園周辺 

所在地 PartⅡ PartⅢ 比率 PartⅡ比

万博公園 116 289 16.9% 2.5倍

千里緑地(第1～8） 59 159 9.3% 2.7倍

千里北公園 76 149 8.7% 2.0倍

関西大学 87 107 6.3% 1.2倍

千里南公園 40 70 4.1% 1.8倍

弘済院 26 46 2.7% 1.8倍

その他 524 889 52.0% 1.7倍

合計 928 1709 100.0% 1.8倍

表1 所在地別本数 

樹種 PartⅡ PartⅢ 比率 PartⅡ比

クスノキ 372 633 37.0% 1.7倍

メタセコイア 60 151 8.8% 2.5倍

アベマキ 41 105 6.1% 2.6倍

サクラ 54 105 6.1% 1.9倍

ポプラ 69 80 4.7% 1.2倍

エノキ 63 78 4.6% 1.2倍

その他 269 557 32.6% 2.1倍

合計 928 1709 100.0% 1.8倍

表2 樹種別本数 

佐竹台 2丁目 メタセコイヤ 

5本の大木 
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１．太陽の塔 (岡本太郎作) 

高さ 70m、腕の長さ 25m、頂部の黄金の顔の直径

11m。EXPO’70 のテーマ館で、地下から入り、エス

カレータで内部の展示を見ながら昇り、左腕から大

屋根の未来展示場へでることができていました。 
EXPO’70 のテーマ「人類の進歩と調和」 
第１主題 より豊かな生命の充実を 
第 2主題 より実りの多い自然の利用を 
第 3主題 より好ましい生活の設計を 
第 4主題 より深い相互理解を 

47 年後の現在を先取りしたテーマと云えます。 
地下の展示は「根源の世界」を展示し、DNAの模

型や世界から集められた仮面や神像、祭事の用具な

どが展示されていました。 
２．お祭り広場 大屋根の遺構(丹下健三設計) 

 幅 108m 長さ 291.8ｍの大屋根を支えた 6 本の柱

の遺構。6 本の柱の間隔は幅方向 75.6ｍ、長さ方向

108ｍ。屋根の高さはトラス下で 30.1ｍ、トラスの

高さは 7.6ｍ。この画期的な設計を可能にしたのが中

空鋳鋼性のボールジョイントと大屋根を地上で組み

立てジャッキアップする工法。この技術がフラン

ス・パリの近代美術館ポンピドーセンター(1977年)

や関空ター 

ミナルビル 

（1994 年）

に活かされ

ています。 

 

３．国連平和の鐘・姉妹鐘（中川千代治氏寄贈） 

 ニューヨークの国連本部にある「平和の鐘」は、

ビルマ戦線で奇跡的に生き延びた中川氏が、世界平

和への願いを込めて、日本をはじめ世界 60数カ国の

人々から集めたコインなどから「世界絶対平和萬歳」

と刻印した鐘を鋳造し、1954年に国連本部に寄贈さ

れました。その後、平和の鐘は 1970年万博開催 

時、ニューヨークから 16年ぶりに里帰りして国連館 

に展示され、万博終了後国連本部に戻されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、万博公園にある「平和の鐘」

は、万博会期中に国連本部の留守

番鐘（レプリカ）として、中川氏

が再び世界 133 カ国の人々から

集めたコインなどから鋳造され

た姉妹鐘で、万博終了後に万博 

公園に寄贈されたものです。2017年 2月に大阪万博

遺産を示すモニュメントとして、鑑賞しやすいよう

に EXPO’70 パビリオン前に移設されました。 

４．EXPO’70バビリオン(元鉄鋼館) 

 万博当時、恒久活用施設として設計された現代音

楽の演奏会場。2010年 3月に大阪万博全体を偲ぶパ

ビリオンとしてオープン。1 階のホワイエはイベン

ト会場として利用でき、現在特別展「リバース―太

陽の塔再生」が開催中（6月 7日まで）。 

５．夢の池 イサム・ノグチの噴水『宇宙空間の夢』 

 多様な噴水、写真左から彗星、コロナ、星雲、惑

星と白鳥ボートの左に宇宙船(２基)と名付けられた

噴水が残っています。またバラ園のテラスには噴水・ 

月の世界が移

設され残って

います。 

 

 

 

６．平和のバラ園のモニュメント 

 1967 年万博の開催地のモン

トリオールと大阪のロータリ

クラブが共同で制作したバラ

園のモニュメントの銘板には

下記が記されています。 

平和を求める人類とその平和

のためにこれを捧げる。 

『こうして彼らはそのつるぎを打ちとかし、すきとし、 

国は国に向かってつるぎをあげず、 

かれらはもはや闘いのことは学ばない』 

吹田市観光マップ『あルック吹田』散策会（14） 

万 博 記 念 公 園          まちなみ委員 松岡要三      

太陽の塔が 2016年 10月から内部の再公開に向け耐震補強・内部復元

工事が実施され、2018 年 3月に竣工。2018年 3 月 19日より再公開さ

れ、大きく注目されています。また再公開に合わせて、EXPO’70 パビ

リオンでは特別展「リバース―太陽の塔再生」、国立民族学博物館では

特別展『太陽の塔からみんぱくへ―70年万博資料収集』が開催されて

います（5月 29 日まで）。 
太陽の塔の他にも、万博の貴重な遺構があります。それらについて地

元市民として市外からの見学者に説明できるように案内しました。  
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5月 12日(土)午前に清々しい五月晴れの下、3人のみの参加でしたが緑豊かな北千里・公園コースを 

ゆっくりと自然を楽しみながら散策しました。

阪急北千里駅～三色彩道～あじさい公園～千里北公園苗圃～千里金蘭大学～自然体験交流センター～ 

～北千里市民体育館～青山公園～合歓の木公園～ディオス北千里・阪急北千里駅 

 

 三色彩道は、秋の時とは違い緑一色で落ち着いた

雰囲気の並木道で 

した。 

その途中で南に向 

かい藤白台の住宅 

地に入っていきま 

した。 

 

 住宅街を抜け千里北公園に入り、千里金蘭大学 

正門南側にある千里 

北公園苗圃にあるボラ

ンティアが中心となっ

て作った花壇ではきれ

いな花が咲いていまし

た。 

 

 千里北公園の尾根道に入ると、緑のトンネルの中

を歩いているようで、 
暑さを忘れ気持ちの 
良い散策となりまし 
た。 
しばらく進むとモ 

ニュメント「風の道」 
が堂々と立っていま 
した。 
さらに、尾根道を進み、 

見晴らしの良い高台で一息 
ついて南西の方角を展望す 
ると、千里中央の高層ビル 
群が見えました。 
尾根道を下ると、千里北 

公園内の広大な原っぱが見えてきました。青空と緑

の木々、そして広大な草地と自然を存分に感じる事 
ができる場所です。 
 
 
 
 
 
 

 
 その後、自然体験交流センターに立ち寄った後、

北千里市民体育館で少し 
水分補給と休息をとりま 
した。市民体育館の傍に 
は蓮間池がありこの公園 
の良いアクセントとなっ 
ています。 
 国立循環器病研究センター前にあるアイナエなど

の吹田の希少種 4種が発見された「吹田のちっちゃ

い原っぱ」では戸建 
ての造成が始まって 
いました。 
 
 
 
 
 
青山台 4 丁目の住宅街に入ると、「ここは建築協

定区域です」の看板 
が目に入りました。 
景観を重視している 
地域らしく、各家の 
樹木剪定は綺麗にさ 
れていました 
 
 
          また、モニュメントのような 

                    車止めが随所にあり、車が路 
地に入ってこないようにして

いました。街全体で景観や安全を守っていると思い

ました。 
青山公園の高台から国立循環器病研究センターを

望みながら北千里・公園コースの散策を終え、北千

里駅へ戻りました。 
 5 月という季節柄も 
あろうが、千里北公園 
の緑の豊かさ、周辺の 
住宅街の落ち着いた雰 
囲気の良さは特筆すべ 
きと感じました。 

 吹田市観光マップ『あルック吹田』散策会(15) 

北千里・公園コース 
まちなみ委員 金指 弘 
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 皆さんもご存じのように吹田くわいは野生のオ

モダカから進化したものです。中国で生まれた普

通のクワイ(青くわい)も同じくオモダカから生ま

れたものです。オモダカは東南アジアの熱帯、温

帯域から東ヨーロッパまで分布しています。現在

の日本はこの大陸とは海で隔てられた島国です

が、その昔にはひとつながりの大陸でした。 
ここで日本の成り立ちを簡単に復習します。大

陸の端で 1 億 3000万年前イザナギプレートが動

き始め、7000万年前には現在の日本の原型となる

基盤ができました。 
約 2500 万年前には太平洋プレートの潜り込み

による引っ張る力で大陸の一部がちぎれて海が入

り込みました。その後フィリピン海プレートの北

上により、1700万年前から 1450万年前にかけて

海が広がり島となり、また二つに折れ曲がり、南

から火山島が次々にぶつかり今のような形になり

ました。 
800 万年前には氷河期で海が引いて大陸とつな

がり、また 500 万年前にはほぼ現在の姿になりま

した。 
その後も４度にわたり氷河期と温暖期を繰り返

し、約 1万年前まで大陸と地続きになる時期が続

きました。 
つまりオモダカが日本に渡ってきたのは大陸に

付いていた時代か、1 万年前までの氷河期のどち

らかの時期と考えられます。 

 では、オモダカはいつ生まれた植物でしょう？

植物の起源は 12億年前に単細胞の藻から始まり、

4億 5000万年前に陸上に進出しました。 
その後 3 億年前にはシダ植物による巨木の森を

形成し、その後生物の大量絶滅の時期を経て約 2
億年前には花を咲かせて実を結ぶ植物に進化しま

した。 
この間の 2 億 3000万年前には恐竜が登場し、

6500万年前の小惑星衝突による恐竜絶滅まで、日

本は大陸東部に付いていました。オモダカはこの

時代に既に存在していたでしょうか。 
いいえ、恐竜が絶滅した時の劇的な環境の変化

は植物にとっても耐えがたいものだったと想像さ

れ、この後の新生代になってオモダカが生まれて

きたものと考えるのが妥当でしょう。 
現在繁栄しているイネ科植物は 4000 万年前か

ら 1000 万年前にかけて進化してきたといわれて

います。おそらくオモダカも 1000 万年前以後に

現れたと考えられます。それだと 800万年前から

1 万年前までの大陸と地続きの時に日本に渡って

来たことになります。 
水田雑草の研究論文ではオモダカは有史初期に

大陸から帰化したとか、有史以前から日本に有っ

たとか言われてきましたが、最近では洪積世(200
万年～1 万年前)の地層下部から種子が見つかっ

たとの報告があり、かなり古い時代に日本には来

ていたようです。 
約 2万年前の氷期には大阪平野は内陸に位置し

た平原で、河川は深い谷を刻んでいました。1 万

年前には次第に海面が上昇して大阪平野に海が入

り込み、6000年前には河内湾という海になりまし

た。当然オモダカは現在の丘陵部まで押しやられ

ていたでしょう。旧淀川や大和川等の河川から流

れ込んだ土砂で次第に海が浅くなり、2000年前に

は上町台地の先で砂州により海水は止められ河内

湖が誕生しました。弥生時代には吹田の平野部は

まだ海の中でした。 
平安時代には港ができて京への要衝の地とな

り、900 年頃の荘園開拓によりオモダカから吹田

くわいへの進化の条件が整い始めたと推察できま

す。 

 次にオモダカの日本での分布を見ると北海道か

ら沖縄まで全国にあり、海抜 0m近くから 1000m
を超える広い高度域で生育しています。 
これだけ広い範囲に分布しているのは地域ごと

吹田くわいはいつ頃生まれたか？ 

粕谷 幸夫（元大阪府農業普及指導員） 
今回は吹田くわいという作物がいつ頃生まれたのかを考えてみたいと思います。残念ながら専門

家でも無く、聞きかじりの知識に推論を加えて記述していますので間違いはご容赦願います。 
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の環境に適応して変化してきたためかも知れませ

ん。オモダカの形態と変異について記述された文

献では幼苗期の線形葉数は低地に分布する大型個

体で少なく山間部の小型個体では多い傾向があっ

たり、矢尻葉の葉身巾が非常に細いものからクワ

イのように幅広になるものまであり、それらの変

異が一つの水田内で連続的に見られるとしていま

す。またほふく茎も太くて一つの塊茎を付けるも

のから、細かく枝分かれして小さな塊茎をいくつ

も付けるものまであり、塊茎の重さも 0.2ｇ～5g
と様々です。ちなみに 5gの塊茎は直径 2cmの大

きさになります。 

 オモダカはどうして水田雑草として扱われるの

でしょうか。それは吸肥力が強く稲の養分を横取

りするためです。しかも種子をつけ、かつ栄養系

の繁殖もするので取り除くのが難しく、米作りに

は大敵だったのです。しかし、オモダカは養分な

どの生育環境が変われば小さな弱々しい姿にも、

クワイと見間違うようなたくましい姿にもなりま

す。吹田くわいはオモダカと栽培種の青くわいと

の中間の大きさといわれていますが、植物体の一

部を見ただけではどちらとも判断がつかないこと

もあります。 
吹田くわいはオモダカの大きくなれる系統にた

またま気付き、吹田の地で人手による淘汰によっ

て生まれて維持されてきたものかも知れません。

普通の水稲の施肥量では吹田くわいはその特性を

十分に発揮することはできません。各地で吹田く

わいに似た形質のものが出現していても、気付か

ずにオモダカとして抜いていたでしょう。そう言

えば以前、吹田くわい保存会の講演会で吹田くわ

いと各地のオモダカの DNA を比較したところ近

隣のものでなく、和歌山県産のものに合致点が多

くあったという話を聞いたことがありました。 

 吹田くわいは歴史的にはいつから認識されたの

でしょう。資料を見る限り万葉集（8～9世紀）に

記されたのが最初で、｢ゑぐ」と表現されています。

これを吹田くわいとする説やオモダカの新芽とす

る説もありますが、クロクワイと考えるのが主流

です。同じく平安時代(10世紀)に書かれた「本草

和名」や｢和名類聚抄｣では｢烏芋｣と書かれ｢於毛多

加」・｢久呂久和為｣・セリ・アマドコロ等を指し

たようですが、「からすいも」から黒い芋、クロ

クワイと解釈できます。クロクワイはオモダカの

仲間ではなく、カヤツリグサ科の植物ですがクワ

イと同じくやや扁平で 1cm 程度の塊茎を付けま

す。当時は小さなオモダカを採るより効率よく収

穫でき、大きくなる吹田くわいはまだ無かったよ

うです。中国料理ではオオクログワイが食用に使

われます。クロクワイはその近縁種でクワイより

甘味が有ることから日本でも古くから栽培され、

一部の地域では今でも販売されています。次に登

場するのは｢摂陽群談｣(1701)で｢吹田田烏子（くわ

い）・・・形小にして味大なるに勝りたり」と書

かれ、｢大和本草｣(1709)から｢摂津国名所旧跡細

見大図絵｣(1836)までいくつもの書物で吹田くわ

いが取り上げられています。また、近年林春隆著

の｢野菜百珍｣では豊臣秀吉が天正 14 年(1586)に
御土居の土取り場となった東寺付近の溝に吹田く

わいを導入して「東寺くわい」となったと記され

ています(この記述は推論であるかも知れませ

ん)。 
 吹田の地は平安時代より大きな寺社の荘園が置

かれ、江戸時代には幕府の天領から皇室の御料地

となりました。吹田くわいの御所への献上は 17
世紀後半から 200年間も続いた記録も残っていま

す。ただ明確に｢吹田くわい｣と記されたのは 1700
年以降であり、半栽培作物としてはそれより以前

より吹田に有ったと思われます。吹田の平地は肥

沃な堆積物が厚く積もり、豊かな湧き水もありオ

モダカが大きくなれる条件ができたのでしょう。 
 しかも荘園では水田に近くの雑木林から落ち葉

を肥料として入れていたと思われます。水田の水

口(水を入れるところ)には水の勢いを押さえるた

めに吹田くわいを植え、水路の除草時に生育の良

好な吹田くわいをわざわざ残して冬の食料にした

と考えられます。湧き水や小川の水は絶えず養分

を供給し、冬の堀取りと夏の除草作業を通じて生

育旺盛な株や大きな種イモの選抜等、阪本先生の

唱えた半栽培が行われてきたのでしょう。 
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～ 知床あれこれ ～     理事 小田信子    

知床の大きな問題のひとつがヒグマと人の関係。今年の春は昨年より

6～7 倍ものヒグマ目撃情報がありました。斜里町の街中に出てきた子熊

は事故を起こしかねないため、麻酔銃で眠らせ山に返した報道がありま

したが、山に返すことができるのは稀とのこと。車が往来する中を平気

で車を止めて横切る親子熊、ほほえましいですが管理し 
ている側は人に被害がでないか冷や冷やしています。 

最近は Facebook で「知床ヒグマ情報」を発信し、ヒグマに出会ったときの対処 
方法も載せているのでご覧いください。 鳥取砂丘でもクマが散歩をする時代… 
パニックにならずお互いの命を守りたいものですね。 
※知床財団ヒグマ対策 https://www.facebook.com/BearSafetyShiretoko/    FacebookQR コード 

 

＜会報委員会より＞ 
 ・幅広く会員からの情報提供(原稿)を求めています。身近な話題をお寄せ下さい。 
  また、取材・編集・印刷に協力願える方を募集しています。 
・連絡先：松岡要三 TEL 090-6974-1058 メール matsuokayh3@sutv.zaq.ne.jp 

2018 年度（第 20 回） 総会 案内 

日 時 20１8 年６月１6 日(土) 1４時～1６時 30 分 

場 所 千里市民センター多目的ホール２ 

（千里ニュータウンブラサﾞ８階）阪急南千里駅すぐ 

＜ 総 会 次 第 ＞ 

第１部 議案審議   

        １号議案  ２０１7 年度事業報告 

         ２号議案  ２０１7 年度活動決算報告 

         ３号議案  ２０１8 年度事業計画 

         ４号議案  ２０１8 年度活動予算 

         ５号議案  長期借入金について 

      第２部 講 演    （15 時 15 分～1６時３０分） 

           「スイタクワイを農作物に？」 

          講 師：粕谷幸夫さん（元大阪府農業普及指導員） 

 

懇親会 １７時～ 会場 クリスタルホテル４Ｆ レストラン  

会費 3,500 円（要予約） 

 

☆問合せ先：事務局 中村小夜子 TEL 090-8375-0647  FAX 06-6386-9491 
 

～～ 2018 年度会費振込のお願い ～～ 
・同封の振込用紙で振込下さい。 

・封筒の宛名ラベル(右)に記載の○○年度分までの会費が 

納入済みです。（16 年度の方は 2 年分お願いします） 

    ・出来れば寄付も合わせてお願いします。 

                （会員会計 小田信子） 

 

〒565-0851 
 吹田市内本町 
 ○丁目××―△ 

 吹 田 太 郎 様 

正会員 17 年度 
 




