
木材に表示する樹種名

＜注意＞

（１）『FIPC樹種名表』は、１つの樹種が複数の樹種名で表示されることによる誤解や混乱を
避けるために作成するもので、１樹種１樹種名を原則としている。

（２）表中、「樹種名」とは、樹種を表記する際に望ましい標準的な樹種名であり、「その他の
樹種名」とは、望ましくはないが表記しても構わない樹種名である。記載されているもの以外
で現地名に忠実なカナ表記を含める。「好ましくない樹種名」とは、誤解され混乱を招く恐れ
がある樹種名である。

（３）広葉樹の科名は、ゲノム解析によるAPGII分類体系に基づいている。旧来の科名と異な
るものを付表に掲げる（準備中）。



樹種名 その他の樹種名
アルファベット
表記

学名
好ましくな
い樹種名

針・広 地域 科名

アカシア Acacia Acacia spp. 広 熱帯 マメ科（Fabaceae）

アスペン ポプラ Aspen, Poplar Populus spp. 広 温帯 ヤナギ科（Salicaceae）

アッシュ Ash Fraxinus spp. 広 温帯 モクセイ科（Oleaceae）

ウィロー Willow Salix spp. 広 温帯 ヤナギ科（Salicaceae）

ウォルナット ウォルナッツ Walnut Juglans spp. 広 温帯 クルミ科（Juglandaceae）

エルム Elm Ulmus spp. 広 温帯 ニレ科（Ulmaceae）

オーク Oak Quercus spp. 広 温帯 ブナ科（Fagaceae）

アルダー オールダー Alder Alnus spp. 広 温帯 カバノキ科（Betulaceae）

スプルース スプルス Spruce Picea spp. シンカヤ 針 温帯 マツ科（Pinaceae）

チェスナット チェスナッツ Chestnut Castanea spp. 広 温帯 ブナ科（Fagaceae）

チェリー Cherry Prunus spp. 広 温帯 バラ科（Rosaceae）

バーチ Birch Betula spp. 広 温帯 カバノキ科（Betulaceae）

パイン Pine Pinus spp. 針 温・熱帯 マツ科（Pinaceae）

パドーク パドウク、パドック Padouk Pterocarpus spp. 広 熱帯 マメ科（Fabaceae）

ビーチ Beech Fagus spp. 広 温帯 ブナ科（Fagaceae）

ファー Fir Abies spp. 針 温帯 マツ科（Pinaceae）

ヘムロック Hemlock Tsuga spp. 針 温帯 マツ科（Pinaceae）

ホースチェスナット ホースチェスナッツ Horse chestnut Aesculus spp. 広 温帯 ムクロジ科（Sapindaceae）

ホーンビーム Hornbeam Carpinus spp. 広 温帯 カバノキ科（Betulaceae）

メープル メイプル Maple Acer spp. 広 温帯 ムクロジ科（Sapindaceae）

メランチ
メランティ、ラワン、セ
ラヤ

Meranti, Lauan,

Seraya
Shorea spp. 広 熱帯 フタバガキ科（Dipterocarpaceae）

ユーカリ Eucalyptus Eucalyptus spp. 広 熱帯 フトモモ科（Myrtaceae）

ラーチ Larch Larix spp. 針 温帯 マツ科（Pinaceae）

ライムウッド バスウッド
Lime wood, Bass

wood
Tilia spp. 広 温帯 アオイ科（Malvaceae）

ローズウッド パリサンダー、シタン

Rosewood,

Palisander,

Palisandre

Dalbergia spp. 広 熱帯 マメ科（Fabaceae）

産地・地域を限らず用いる一般名



日本産針葉樹

樹種名 その他の樹種名 学名
好ましくな
い樹種名

科名

アカエゾマツ アカエゾ Picea glehnii シンカヤ マツ科（Pinaceae）
アカマツ Pinus densiflora マツ科（Pinaceae）
アスナロ ヒバ Thujopsis dolabrata ヒノキ科（Cupressaceae）

アテ、ヒノキアスナロ ヒバ
Thujopsis dolabrata

var. hondae
イチイ オンコ、アララギ Taxus cuspidata イチイ科（Taxaceae）
イチョウ Ginkgo biloba イチョウ科（Ginkgoaceae）

イヌマキ マキ
Podocarpus

macrophyllus
マキ科（Podocarpaceae）

エゾマツ エゾ Picea jezoensis シンカヤ マツ科（Pinaceae）
カヤ Torreya nucifera イチイ科（Taxaceae）
カラマツ Larix kaempferi マツ科（Pinaceae）
クロマツ Pinus thunbergii マツ科（Pinaceae）

コウヤマキ
Sciadopitys

verticillata

コウヤマキ科
（Sciadopityaceae）

ゴヨウマツ Pinus parviflora マツ科（Pinaceae）

サワラ
Chamaecyparis

pisifera
ヒノキ科（Cupressaceae）

スギ
Cryptomeria

japonica
ヒノキ科（Cupressaceae）

チョウセンゴヨウ ベニマツ Pinus koraiensis マツ科（Pinaceae）

ツガ トガ Tsuga sieboldii マツ科（Pinaceae）
トドマツ トド Abies sachalinensis マツ科（Pinaceae）
ネズコ クロベ Thuja standishii ヒノキ科（Cupressaceae）
ヒノキ Chamaecyparis ヒノキ科（Cupressaceae）

ヒバ

Thujopsis dolabrata,

Thujopsis dolabrata

var. hondae

ヒノキ科（Cupressaceae）

ヒメコマツ Pinus parviflora マツ科（Pinaceae）

ビャクシン
Juniperus chinensis

＝Sabina chinensis
ヒノキ科（Cupressaceae）

マツ Pinus spp. マツ科（Pinaceae）
モミ Abies firma マツ科（Pinaceae）
リュウキュウマツ Pinus luchuensis マツ科（Pinaceae）
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日本産広葉樹

樹種名 その他の樹種名 学名
好ましくな
い樹種名

科名

アオダモ コバノトネリコ

Fraxinus lanuginosa,

F. apertisquamifera,

F. sieboldiana, F.

longicuspis

モクセイ科（Oleaceae）

アカガシ Quercus acuta ブナ科（Fagaceae）
アサダ Ostrya japonica カバノキ科（Betulaceae）
アブラギリ Aleurites cordata トウダイグサ科（Euphorbiaceae）
アベマキ Quercus variabilis ブナ科（Fagaceae）
アラカシ Quercus glauca ブナ科（Fagaceae）
イジュ ヒメツバキ Schima wallichii ツバキ科（Theaceae）
イス イスノキ Distylium racemosum マンサク科（Hamamelidaceae）

イタヤカエデ イタヤ Acer pictum ムクロジ科（Sapindaceae）

イチイガシ Quercus gilva ブナ科（Fagaceae）
イヌエンジュ エンジュ Maackia amurensis マメ科（Fabaceae）

ウダイカンバ
ウダイカバ、マカン
バ、マカバ

Betula

maximowicziana
カバノキ科（Betulaceae）

ウバメガシ Quercus ブナ科（Fagaceae）
ウラジロガシ Quercus salicina ブナ科（Fagaceae）

ウリハダカエデ Acer rufinerve ムクロジ科（Sapindaceae）

ウルシ
Toxicodendron

vernicifluum
ウルシ科（Anacardiaceae）

ウワミズザクラ
Prunus grayana

(Padus grayana )
バラ科（Rosaceae）

エゴノキ Styrax japonicus エゴノキ科（Styracaceae）

エノキ
Celtis sinensis var.

japonica
アサ科（Cannabaceae）

オオシマザクラ

Prunus lannesiana

var. speciosa (Cerasus

lannesiana var.

speciosa )

バラ科（Rosaceae）

オオモミジ Acer amoenum ムクロジ科（Sapindaceae）

オニグルミ
Juglans mandshurica

var. sieboldiana
クルミ科（Juglandaceae）

オヒョウ オヒョウニレ Ulmus laciniata ニレ科（Ulmaceae）
カエデ Acer spp. ムクロジ科（Sapindaceae）
カキ カキノキ Diospyros kaki カキノキ科（Ebenaceae）
カシ Quercus spp.（常緑性） ブナ科（Fagaceae）

カツラ
Cercidiphyllum

japonicum
カツラ科（Cercidiphyllaceae）

カバ カンバ Betula spp. カバザクラ カバノキ科（Betulaceae）

キハダ
Phellodendron

amurense
ミカン科（Rutaceae）

キリ Paulownia tomentosa キリ科（Paulowniaceae）

クス クスノキ
Cinnamomum

camphora
クスノキ科（Lauraceae）

クヌギ Quercus acutissima ブナ科（Fagaceae）
クリ Castanea crenata ブナ科（Fagaceae）
クルミ Juglans spp. クルミ科（Juglandaceae）

クロモジ Lindera umbellata クスノキ科（Lauraceae）

クワ ヤマグワ Morus bombycis クワ科（Moraceae）

ケヤキ Zelkova serrata ニレ科（Ulmaceae）
ケンポナシ Hovenia dulcis クロウメモドキ科（Rhamnaceae）

コシアブラ ゴンゼツ
Eleutherococcus

sciadophylloides
ウコギ科（Araliaceae）

コジイ ツブラジイ Castanopsis cuspidata ブナ科（Fagaceae）
コナラ Quercus serrata ブナ科（Fagaceae）

コブシ
Magnolia

praecocissima
モクレン科（Magnoliaceae）

サクラ Prunus spp. バラ科（Rosaceae）



サワグルミ Pterocarya rhoifolia クルミ科（Juglandaceae）
シイ シイノキ Castanopsis spp. ブナ科（Fagaceae）

シウリ シウリザクラ
Prunus ssiori (Padus

ssiori )
バラ科（Rosaceae）

シオジ Fraxinus spaethiana モクセイ科（Oleaceae）
シデ Carpinus spp. カバノキ科（Betulaceae）
シナ シナノキ Tilia spp. アオイ科（Malvaceae）
シラカシ Quercus myrsinifolia ブナ科（Fagaceae）

シラカバ シラカンバ Betula platyphylla カバノキ科（Betulaceae）

スダジイ イタジイ Castanopsis sieboldii ブナ科（Fagaceae）
センダン Melia azedarach センダン科（Meliaceae）
ダケカンバ ダケカバ Betula ermanii カバノキ科（Betulaceae）
タブ タブノキ Machilus thunbergii クスノキ科（Lauraceae）
タモ Fraxinus spp. モクセイ科（Oleaceae）
チシャ チシャノキ Ehretia ovalifolia ムラサキ科（Boraginaceae）

ツゲ
Buxus microphylla var.

japonica
ツゲ科（Buxaceae）

トチ トチノキ Aesculus turbinata ムクロジ科（Sapindaceae）

トネリコ Fraxinus japonica モクセイ科（Oleaceae）

ドロ ドロノキ Populus maximowizcii ヤナギ科（Salicaceae）
ナラ Quercus spp.（落葉性） ブナ科（Fagaceae）
ニセアカシア ハリエンジュ Robinia pseudoacacia マメ科（Fabaceae）
ニレ Ulmus spp. ニレ科（Ulmaceae）
ハクウンボク Styrax obassia エゴノキ科（Styracaceae）

ハゼ ハゼノキ
Toxicodendron

succedaneum
ウルシ科（Anacardiaceae）

バッコヤナギ Salix bakko ヤナギ科（Salicaceae）

ハリギリ セン Kalopanax ウコギ科（Araliaceae）
ハルニレ Ulmus davidiana ニレ科（Ulmaceae）
ハンノキ Alnus japonica カバノキ科（Betulaceae）

ブナ Fagus spp. ブナ科（Fagaceae）

ホオ ホオノキ Magnolia obovata モクレン科（Magnoliaceae）
マユミ Euonymus ニシキギ科（Celastraceae）
ミズキ Cornus controversa ミズキ科（Cornaceae）

ミズナラ

Quercus crispula (Q.

mongolica var.

grosseserrata )

ブナ科（Fagaceae）

ミズメ ヨグソミネバリ Betula grossa カバノキ科（Betulaceae）
ムク ムクノキ Aphananthe aspera アサ科（Cannabaceae）
モチノキ Ilex integra

モチノキ科（Aquifoliaceae）

ヤシャブシ Alnus firma カバノキ科（Betulaceae）

ヤチダモ
Fraxinus mandshurica

var. japonica
モクセイ科（Oleaceae）

ヤナギ Salix spp. ヤナギ科（Salicaceae）

ヤマザクラ
Prunus jamasakura

(Cerasus jamasakura )
バラ科（Rosaceae）

ヤマナラシ Populus sieboldii ヤナギ科（Salicaceae）
ヤマハンノキ Alnus hirsuta カバノキ科（Betulaceae）
ヤマボウシ Cornus kousa ミズキ科（Cornaceae）

マダケ
Phyllostachys

bambusoides
イネ科（Poaceae（Gramineae））

モウソウチク
Phyllostachys

heterocycla
イネ科（Poaceae（Gramineae））



北米産針葉樹

樹種名 その他の樹種名 アルファベット表記 学名
好ましくな
い樹種名

科名

SPF エスピーエフ 米国の2×4規格材で、

Spruce, Pine , Fir（トウヒ
類、マツ類、モミ類）の

イースタンヘムロック Eastern hemlock Tsuga canadensis マツ科（Pinaceae）
イースタンラーチ タマラック Eastern larch, Tamarack Larix laricina マツ科（Pinaceae）
イエローパイン Yellow pine Pinus spp.（硬松類） マツ科（Pinaceae）

インセンスシーダー ペンシルシーダー
Incense cedar, Pencil

cedar

Calocedrus decurrens

（＝Libocedrus

decurrens )

ヒノキ科（Cupressaceae）

ウェスタンホワイトパイン モンティコラマツ Western white pine Pinus monticola マツ科（Pinaceae）
ウェスタンラーチ Larix occidentalis マツ科（Pinaceae）
エンゲルマンスプルース Engelmann spruce Picea engelmannii マツ科（Pinaceae）
グランドファー Grand fir Abies grandis マツ科（Pinaceae）
サザンイエローパイン Southern yellow pine Pinus spp.（硬松類） マツ科（Pinaceae）
サザンパイン Southern pine Pinus spp.（硬松類） マツ科（Pinaceae）
シトカスプルース Sitka spruce Picea sitchenis マツ科（Pinaceae）
ジャックパイン Jack pine Pinus banksiana マツ科（Pinaceae）
ショートリーフパイン エキナータマツ Shortleaf pine Pinus echinata マツ科（Pinaceae）

シルバーファー Silver fir Abies amabilis マツ科（Pinaceae）

ストローブマツ
イースタンホワイトパイ
ン

Eastern white pine Pinus strobus マツ科（Pinaceae）
スラッシュパイン エリオッティマツ Slash pine Pinus elliottii マツ科（Pinaceae）

セコイア
センペルセコイア、レッ
ドウッド

Sequoia, Red wood Sequoia sempervirens ヒノキ科（Cupressaceae）

ソフトパイン Soft pine Pinus spp.（軟松類） マツ科（Pinaceae）
テーダマツ ロブロリパイン Loblolly pine Pinus taeda マツ科（Pinaceae）
ノーブルファー Noble fir Abies procera マツ科（Pinaceae）
ハードパイン Hard pine Pinus spp.（硬松類） マツ科（Pinaceae）
バルサムファー Balsam fir Abies balsamea マツ科（Pinaceae）
ピッチパイン リギダマツ Pitch pine Pinus rigida マツ科（Pinaceae）
ブラックスプルース Black spruce Picea mariana マツ科（Pinaceae）

ベイスギ
ウェスタンレッドシー
ダー 、アメリカネズコ

Western redcedar Thuja plicata ヒノキ科（Cupressaceae）

ベイツガ ウェスタンヘムロック Western hemlock Tsuga heterophylla マツ科（Pinaceae）

ベイヒ

ポートオーフォード
シーダー 、ピーオー
シーダー 、ローソンサ
イプレス 、ローソンヒノ

Port Orford cedar, P. O.

cedar, Lawson cypress

Chamaecyparis

lawsoniana
ヒノキ科（Cupressaceae）

ベイヒバ
イエローシーダー 、 ア
ラスカシーダー

Yellow cedar, Alaska

cedar

Callitropsis

nootkatensis

(Xanthocyparis

nootkatensis,

Chamaecyparis

nootkatensis )

カナダヒノキ ヒノキ科（Cupressaceae）

ベイマツ
ダグラスファー、オレゴ
ンパイン

Douglas fir, Oregon pine Pseudotsuga menziesii マツ科（Pinaceae）

ボールドサイプレス ラクウショウ Baldcypress Taxodium distichum ヒノキ科（Cupressaceae）

ホワイトスプルース ホワイトスプルス White spruce Picea glauca マツ科（Pinaceae）
ホワイトファー White fir Abies concolor マツ科（Pinaceae）
ポンデローサパイン Ponderosa pine Pinus ponderosa マツ科（Pinaceae）
レッドスプルース Picea rubens マツ科（Pinaceae）
レッドパイン レジノーサマツ Red pine Pinus resinosa マツ科（Pinaceae）
ロッジポールパイン コントルタマツ Lodgepole pine Pinus contorta マツ科（Pinaceae）
ロングリーフパイン ダイオウショウ Longleaf pine Pinus palustris マツ科（Pinaceae）



北米産広葉樹

樹種名 その他の樹種名 アルファベット表記 学名 科名

シュガーメープル シュガーメイプル Sugar maple, Hard maple Acer saccharum ムクロジ科（Sapindaceae）
シルバーメープル Silver maple, Soft maple Acer saccharinum ムクロジ科（Sapindaceae）
ソフトメープル ソフトメイプル Soft maple Acer spp. ムクロジ科（Sapindaceae）
ハードメープル ハードメイプル Hard maple Acer spp. ムクロジ科（Sapindaceae）
レッドメープル レッドメイプル Red maple, Soft maple Acer rubrum ムクロジ科（Sapindaceae）
レッドアルダー レッドオールダー Red alder Alnus rubra カバノキ科（Betulaceae）
パーシモン Persimon Diospyros virginiana カキノキ科（Ebenaceae）
ニセアカシア ハリエンジュ、ブラック

ローカスト
Black locust Robinia pseudoacacia マメ科（Fabaceae）

アメリカンチェスナット アメリカンチェスナッツ American chestnut Castanea dentata ブナ科（Fagaceae）
アメリカンビーチ American beech Fagus grandifolia ブナ科（Fagaceae）
ホワイトオーク White oak Quercus alba ブナ科（Fagaceae）
レッドオーク Red oak Quercus rubra ブナ科（Fagaceae）
アメリカフウ スウィートガム、スイー

トガム
Sweet gum Liquidambar styraciflua フウ科(Altingiaceae)

アメリカンウォールナット ブラックウォールナッツ Black walnut, American

walnut
Juglans nigra

クルミ科（Juglandaceae）

バターナット Butternut Juglans cinerea クルミ科（Juglandaceae）
ヒッコリー Hickory, True Hickories,

Pecan Hickories
Carya spp.

クルミ科（Juglandaceae）

ユリノキ イエローポプラ、
チューリップツリー

Yellow poplar, Tulip tree Liriodendron tulipifera モクレン科（Magnoliaceae）

ホワイトアッシュ White ash Fraxinus americana モクセイ科（Oleaceae）
ブラックチェリー Black cherry Prunus serotina バラ科（Rosaceae）
アメリカンアスペン

American aspen, Bigtooth

aspen, Quaking aspen

Populus grandidentata

(Bigtooth aspen), Populus

tremuloides (Quaking

ヤナギ科（Salicaceae）

イースタンコットンウッド Eastern cotton wood Populus deltoides ヤナギ科（Salicaceae）
アメリカンバスウッド American basswood Tilia americana アオイ科 （Malvaceae)
アメリカンエルム American elm Ulmus americana ニレ科（Ulmaceae）



東南アジア産材

樹種名 その他の樹種名
アルファベット表

記
学名

好ましくな
い樹種名

針・広 科名

メンクラン Mengkulang Tarrietia spp. 広 アオイ科（Malvaceae）
プナ Punah, Punal, Tetramerista glabra 広 テトラメリスタ科（Tetrameristaceae）
アンベロイ Amberoi Pterocymbium beccarii 広 アオイ科（Malvaceae）

スカフィウム ケンバンスマンコ
Scaphium, Kembang

semangkok
Scaphium spp. ケバンス 広 アオイ科（Malvaceae）

ステルキュリア

Sterculia, Kepuk,

Kelumpang, Letkok,

Samrong

Sterculia spp. 広 アオイ科（Malvaceae）

ニャトー ナトー Nato, Nyatoh
Palaquium spp.,

Madhuca spp.等
広 アカテツ科(Sapotaceae）

カランパヤン ラブラ 、ララン
Kelampayan,

Labula, Laran

Anthocephalus

chinensis
広 アカネ科（Rubiaceae）

シャムツゲ Siamese boxwood Gardenia spp. 広 アカネ科（Rubiaceae）

マラス
Malas,

Myaukchaw，Burma
Homalium foetidum 広 ヤナギ科（Salicaceae）

ダオ
Dao,Paldao,

Sengkulang
Dracontomelon dao 広 ウルシ科（Anacardiaceae）

テレンタン キャンプノスペルマ
Terentang,

Campnosperma
Campnosperma spp. 広 ウルシ科（Anacardiaceae）

ニューギニアウォルナッ
ツ

ニューギニアウォル
ナット

New Guinea walnut
Dracontomelon

puberulum
広 ウルシ科（Anacardiaceae）

マチャン マンゴー Machan, Mango Mangifera spp. 広 ウルシ科（Anacardiaceae）

メルパウ
Merpauh, Muom,

Taung thayet
Swintonia spp. 広 ウルシ科（Anacardiaceae）

レンガス Renghas
Gluta spp.,

Melanorrhoea spp.
広 ウルシ科（Anacardiaceae）

コクタン エボニー Ebony Diospyros spp. 広 カキノキ科（Ebenaceae）
カナリウム ケドンドン Canarium, Canarium spp.等 広 カンラン科（Burseareceae）
アルストニア プライ Alstonia, Pelai Alstonia spp. 広 キョウチクトウ科（Apocynaceae）

ジェルトン
Jelutong, Letoeng,

Djelutong
Dyera spp. 広 キョウチクトウ科（Apocynaceae）

ウリン ブリアン、ビリアン Ulin, Belian Eusideroxylon zwageri 広 クスノキ科（Lauraceae）

メダン Medang
Litsea spp.,

Beilschmiedia spp.,
広 クスノキ科（Lauraceae）

スンカイ
Sungkai, Jati

sabrang, sangkae
Peronema canescens 広 シソ科（Lamiaceae）

チーク ティーク、ジャティ
Teak, Jati, Sagwan,

Tek, May Sak
Tectona grandis 広 シソ科（Lamiaceae）

メリナ ヤマネ、ジュメリーナ Yemane, Gmelina Gmelina arborea
ホワイト
チーク

広 シソ科（Lamiaceae）

アルトカルプス Artocarpus Artocarpus spp. 広 クワ科（Moraceae）

ラミン Ramin Gonystylus spp. 広 ジンチョウゲ科（Thymelaeaceae）

イエローターミナリア Terminalia Terminalia spp. 広 シクンシ科（Combretaceae）

ケルンツム Keruntum
Combretocarpus

rotundatus
広 シクンシ科（Combretaceae）

ターミナリア Terminalia Terminalia spp. 広 シクンシ科（Combretaceae）

ペンタス タカリス

Pentace, Takalis,

Melunak, Burma

mahogany, Kayu

pinang, Thitka

Pentace spp. 広 アオイ科（Malvaceae）

ジンコウ Kalas, Agar wood Aquilaria malaccensis 広 ジンチョウゲ科（Thymelaeaceae）
アグライア Aglaia Aglaia spp. 広 センダン科（Meliaceae）
アムーラ Amoora Amoora spp. 広 センダン科（Meliaceae）

スレン
Suren, Surian,

Calantas, Toon
Toona calantas 広 センダン科（Meliaceae）

マホガニー Mahogany Swietenia spp. 広 センダン科（Meliaceae）
ビヌアン エリマ Binuang, Erima Octomeles sumatrana 広 ナギナタソウ科（Datiscaceae）
ゲロンガン Geronggang Cratoxylum 広 オトギリソウ科 （Hypericaceae）

ゲロンガンバツ ゲロンガンバトゥ Geronggang batu
Cratoxylum spp.（上記

以外）
広 オトギリソウ科 （Hypericaceae）

ビンタンゴール カロフィルム
Bintangor,

Calophyllum
Calophyllum spp. 広 テリハボク科（Clusiaceae）

ゴムノキ
パラゴムノキ、ラバー
ウッド

Rubber wood Hevea brasiliensis 広 トウダイグサ科（Euphorbiaceae）

セセンドック
センドックセンドック、
ニューギニアバスウッ
ド

Sesendok，Sendok

sendok, New

Guinea basswood

Endospermum spp. 広 トウダイグサ科（Euphorbiaceae）

ナンヨウギリ Aleurites spp. 広 トウダイグサ科（Euphorbiaceae）
マカランガ Macaranga Macaranga spp. 広 トウダイグサ科（Euphorbiaceae）

アガチス アガティス Agathis Agathis spp.
ナンヨウカ
ツラ、ナンヨ
ウヒノキ

針 ナンヨウスギ科（Araucariaceae）

アローカリア ナンヨウスギ Araucaria Araucaria spp. 針 ナンヨウスギ科（Araucariaceae）
クリンキパイン Klinki pine Araucaria hunsteinii 針 ナンヨウスギ科（Araucariaceae）
フープパイン Hoop pine Araucaria 針 ナンヨウスギ科（Araucariaceae）

プナラハン Penarahan

Gymnacranthera spp.,

Horsfieldia spp., Knema

spp., Myrstica spp.

広 ニクズク科（Myristicaceae）



ペルポック Perupok Lophopetalum spp. 広 ニシキギ科（Celastraceae）

ジョンコン Jongkong
Dactylocladus

stenostachys
広 ノボタン科（Melastomataceae）

パリナリ Parinari Parinari spp. 広 バラ科（Rosaceae）

カポック セイバ
Kapok, Ceiba,

Fuma, Doum, Enia
Ceiba pentandra 広 アオイ科（Malvaceae）

ドリアン ドゥリアン Durian Durio spp. 広 アオイ科（Malvaceae）
バルサ Balsa Ochroma pyramidale 広 アオイ科（Malvaceae）
ビャクダン サンダルウッド Sandalwood Santalum album 広 ビャクダン科（Santalaceae）

マングローブ Mangrove
Rhizophora spp.,

Bruguiera spp.
広 ヒルギ科（Rhizophoraceae）

ディレニア Dillenia Dillenia spp. 広 ビワモドキ科（Dilleniaceae）
アラン Alan Shorea albida 広 フタバガキ科（Dipterocarpaceae）

イエローメランチ
イエローメランティ、イ
エローセラヤ 、イエ
ローラワン

Yellow meranti,

Yellow seraya,

Yellow lauans

Shorea sect.

Richetioides spp.
広 フタバガキ科（Dipterocarpaceae）

カプール カポール
Kapur, Kapur

Singkel, Kaladan
Dryobalanops spp. 広 フタバガキ科（Dipterocarpaceae）

クルイン アピトン Keruing, Apitong Dipterocarpus spp. 広 フタバガキ科（Dipterocarpaceae）

セランガンバツ
セランガンバトゥ、バ
ラウ、バンキライ 、ヤ
カール

Selangan batu,

Balau, Bangkirai,

Yakal

Shorea sect. Shores spp. 広 フタバガキ科（Dipterocarpaceae）

ホワイトセラヤ
ウラットマタ、バクチカ
ン

White seraya, Ulat

mata, Bagtikan
Parashorea spp. 広 フタバガキ科（Dipterocarpaceae）

ホワイトメランチ
ホワイトメランティ、メ
ラピ

White meranti,

Melapi

Shorea sect.

Anthoshorea spp.
広 フタバガキ科（Dipterocarpaceae）

ホワイトラワン White lauans
Shorea spp.,

Parashorea spp.,
広 フタバガキ科（Dipterocarpaceae）

メラワン ホペア 、ガギール
Merawan, Hopea,

Gagil
Hopea spp. 広 フタバガキ科（Dipterocarpaceae）

メルサワ Mersawa Anisoptera spp. 広 フタバガキ科（Dipterocarpaceae）

レサック Resak
Cotylelobium spp.,

Upuna spp., Vatica spp.
広 フタバガキ科（Dipterocarpaceae）

レッドメランチ
レッドメランティ、レッ
ドセラヤ、レッドラワン

Red meranti, Red

serya, Red lauan

Shorea sect.

Rubroshorea spp.
広 フタバガキ科（Dipterocarpaceae）

カメレレ Kamerere Eucalyptus deglupta 広 フトモモ科（Myrtaceae）

カユプテ グラム、ガラム Kayu puteh, Gelam
Melaleuca

leucadendron, M.
広 フトモモ科（Myrtaceae）

シジギウム ウバ− Syzygium, Ubah Syzygium spp. 広 フトモモ科（Myrtaceae）
ベランガン Berangan Castanopsis spp. 広 ブナ科（Fagaceae）

メンペニン Mempening
Lithocarpus spp.,

Quercus spp.
広 ブナ科（Fagaceae）

ポドカルプス Podocarpus Podocarpus spp. 針 マキ科（Podocarpaceae）

カシヤパイン
ケシヤパイン、ベン
ゲットパイン、カシヤ
マツ、ケシヤマツ、ベ

Khasya pine,

Benguet pine,

Saleng, Khasia

Pinus khasia 針 マツ科（Pinaceae）

メルクシマツ Merkusi pine Pinus merkusii 針 マツ科（Pinaceae）
アカシアアウリ アウリ、カマバアカシ Acacia auriculiformis 広 マメ科（Fabaceae）

アカシアマンギウム
マンギウム、マンギウ
ムアカシア

Acacia mangium 広 マメ科（Fabaceae）

アルビジア Albizia Albizia spp. 広 マメ科（Fabaceae）
インディアンローズウッド ソノケリン Indian rosewood Dalbergia latifolia 広 マメ科（Fabaceae）

カリン ナーラ

Narra, Padauk,

Andaman-Padauk,

Sena

Pterocarpus

macrocarpus, P. indicus
広 マメ科（Fabaceae）

ケンパス Kempas Koompassia 広 マメ科（Fabaceae）
コウキ Pterocarpus santalinus 広 マメ科（Fabaceae）

シタン
Dalbergia

cochinchinensis等
広 マメ科（Fabaceae）

セプター
セペティール、シンド
ラ

Sepetir, Krakas,

Sindur
Sindora spp. 広 マメ科（Fabaceae）

タガヤサン

Djohar, Mezali,

Khielek, Johar, Iron

wood

Cassia siamea 広 マメ科（Fabaceae）

ピンカドー Pyinkado Xylia spp. 広 マメ科（Fabaceae）

ファルカータ
アルビジアファルカー
タ、モルッカネム、モ
ルッカンソウ 、センゴ

Falcata, Mollucan

sau, Sengon laut

Paraserianthes

falcataria (Albizia

falcataria )

ナンヨウギリ 広 マメ科（Fabaceae）

ペリコプシス Pericopsis Pericopsis spp.
ユーラシア
ンチーク

広 マメ科（Fabaceae）

メルバウ
イピール、クウィラ 、イ
ンツィア

Merbau, Ipil, Kwila,

Intsia
Intsia bijuga 広 マメ科（Fabaceae）

メンガリス Menggaris Koompassia excelsa 広 マメ科（Fabaceae）

レインツリー モンキーポッド
Rain tree, Monkey

pod, Samanea samn
Samanea saman 広 マメ科（Fabaceae）

ドアバンガ Duabanga Duabanga moluccana 広 ミソハギ科 （Lythraceae)
タウン カサイ、マトア Taun, Kasai, Matoa Pometia spp. 広 ムクロジ科（Sapindaceae）
モクマオウ Casuarina Casuarina spp. 針 モクマオウ科（Casuarinaceae）
カマゴン Kamagong Diospyros discolor 広 カキノキ科（Ebenaceae）

センタン
Sentang, Ranggu,

Limpaga
Azadirachta excelsa 広 センダン科（Meliaceae）

ニーム Neem, Nim Azadirachta indica 広 センダン科（Meliaceae）
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オンザビリ
Onzabili, Angonga,

Akoua
Antrocaryon spp. 広 アオイ科（Malvaceae）

カポック セイバ
Kapok, Ceiba,

Fuma, Doum, Enia
Ceiba pentandra 広 アオイ科（Malvaceae）

オクメ ガブーン
Okoumé, Gaboon,

N'Kumi, Okume
Aucoumea klaineana 広 カンラン科（Burseareceae）

オジゴ Ozigo, Assia
Dacryodes buettneri, D.

pubescens
広 カンラン科（Burseareceae）

カナリウム Canarium Canarium schweinfurthii 広 カンラン科（Burseareceae）
イエローターミナリア Yellow terminalia Terminalia spp. 広 シクンシ科（Combretaceae）
イディグボ フラミレ Idigbo, Framire, Terminalia ivorensis 広 シクンシ科（Combretaceae）

リンバ アファラ、フラケ
Limba, Afara,

Frake, Akom
Terminalia superba 広 シクンシ科（Combretaceae）

アフリカンエボニー African ebony
Diospyros crassiflora,

D. mespiliformis
広 カキノキ科（Ebenaceae）

アグバ トラ Agba, Tola, Emolo
Gossweilerodendron

balsamiferum
広 マメ科（Fabaceae）

アサメラ
アフロルモシア 、コ
クロドゥア

Assamela,

Afrormosia,

Pericopsis elata

(Afrormosia elata )
広 マメ科（Fabaceae）

アフゼリア
アパ、ドゥシエ 、パ
チロバ

Afzelia, Apa,

doussie, Pachyloba,

N'kokongo, Lingue

Afzelia africana 等
アフリカゲ
ヤキ

広 マメ科（Fabaceae）

アフリカンパドーク アフリカンパドック African padauk Pterocarpus soyauxii 広 マメ科（Fabaceae）
アフリカンブラックウッド African blackwood Dalbergia melanoxylon 広 マメ科（Fabaceae）
ウェンジ Wenge, Dikela Millettia laurentii 広 マメ科（Fabaceae）

オバンコル
アマザクエ 、アマジ
クエ 、オヴァンコル

Ovangkol,

Amazakoue,

Amazique, Anokye

Guibourtia ehie 広 マメ科（Fabaceae）

ゼブラウッド ゼブラ、ゼブラノ
Zebra wood, Zebra,

Zebrano

Microberlinia

brazzavilensis
広 マメ科（Fabaceae）

ダベマ ダホマ
Dabema, Dahoma,

Atui,

Piptadeniastrum

africanum (Piptadenia
広 マメ科（Fabaceae）

チトラ Tchitola, Lolagbola,

Oxystigma oxyphyllum

(Pterygopodium

oxyphyllum )

広 マメ科（Fabaceae）

パオロサ Pao rosa, Pau rosa
Swartzia fistuloides

(Bobgunnia fistuloides )
広 マメ科（Fabaceae）

ブビンガ ケヴァジンゴ
Bubinga, Ké

vazinngo, Essingan
Guibourtia spp. 広 マメ科（Fabaceae）

ベンゲ ムテニエ、ムベンゲ
Benge, Mutenye,

Mubenge
Guibourtia arnoldiana 広 マメ科（Fabaceae）

ムニンガ Muninga Pterocarpus angolensis 広 マメ科（Fabaceae）
ケナフ Kenaf Hibiscus cannabinus 広 アオイ科（Malvaceae）

アボディラ アヴォディラ
Avodire, Apapaye、

Apaya
Turraeanthus africanus 広 センダン科（Meliaceae）

ウティレ シポ Utile, Sipo, Assi Entandrophragma utile 広 センダン科（Meliaceae）

アフリカンマホガニー カーヤ

Khaya, African

mahogany, Acajou

d'Afrique, Undia

Nunu, N'Dola,

Acajou a grandes

Khaya spp. 広 センダン科（Meliaceae）

コシポ
Kosipo, Lifuco,

Atom-Assie

Entandrophragma

candollei
広 センダン科（Meliaceae）

サペリ
Sapeli, Undianuno,

Sapele

Entandrophragma

cylindricum
広 センダン科（Meliaceae）

ダークボッセ ブラックグアレア

Dark bosse, Black

guarea, Bosse fonce,

Mutigbanay, Bolon

Guarea thompsonii 広 センダン科（Meliaceae）

チアマ ティアマ
Tiama, Gedu-

Nohor, Kiluka

Entandrophragma

angolense, E. kongoense
広 センダン科（Meliaceae）

ディベトゥ
ロボア、タイガーウッ
ド

Dibetou, Lovoa,

Tiger wood

Lovoa trichilioides (L.

klaineana, L. brownii )
広 センダン科（Meliaceae）

ホワイトグアレア ライトボッセ
White guarea, Light

bosse, Kwabohoro

Guarea cedrata, G.

laurentii
広 センダン科（Meliaceae）

アコ アンティアリス Ako, Antiaris
Antiaris toxicaria (A.

africana, A. welwitschii )
広 クワ科（Moraceae）

イロコ Iroko
Milicia excelsa

(Chlorophora excelsa )
広 クワ科（Moraceae）

イロンバ Ilomba, Eteng, Otie
Pycnanthus angolensis

(P. kembo )
広 ニクズク科（Myristicaceae）

アゾベ エッキ、ボンゴシ

Azobe, Ekki,

Bongossi, Bonkole,

Akoga

Lophira alata 広 オクナ科（Ochnaceae）

オペペ Opepe, Opepe, Badi Nauclea diderrichii 広 アカネ科（Rubiaceae）

アニングレブラン アニンゲリア
Aningré blanc,

Aningeria, Mukali

Pouteria aningeri

(Aningeria robusta )
広 アカネ科（Rubiaceae）



マコレ
Makore, Baku,

Douka

Tieghemella heckelii, T.

africana (Dumoria

africana )

広 アカネ科（Rubiaceae）

モアビ Moabi
Baillonella toxisperma

(Mimusops djave )
広 アカネ科（Rubiaceae）

エヨン Eyong
Sterculia oblonga

(Eribroma oblonga )
広 アオイ科（Malvaceae）

オベチェ
アバチ、アヨウス、サ
ンバ、ワワ

Obeche, Abachi,

Ayous, Samba,
Triplochiton scleroxylon 広 アオイ科（Malvaceae）

コチベ コティベ、ダンタ
Kotibé, Danta,

Kissinhungo, Ovoe

Nesogordonia

kabingaensis (N.

papaverifera,

Cistanthera

広 アオイ科（Malvaceae）

コト Koto, Kakende, Ake
Pterygota macrocarpa,

P. bequaertii
広 アオイ科（Malvaceae）

ニアンゴン
Niangon, Ogoue,

Nyankom

Tarrietia utilis

(Heritiera utilis ),

Tarrietia densiflora

広 アオイ科（Malvaceae）

マンソニア Mansonia, Koul, Mansonia altissima 広 アオイ科（Malvaceae）
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マニルカラ マサランドゥバ

Manilkara,

Masaranduba,

Massaranduba,

Balata, Pamashto

Manilkara spp. 広 アカテツ科（Sapotaceae）

ケブラチョ ケブラチョコロラド
Quebracho,

Quebracho colorado
Schinopsis lorentzii 広 ウルシ科（Anacardiaceae）

ゴンサロアルヴェス ムイラカティアラ

Gonçalo alves,

Muirakatiara,

Urunday,

Astronium graveolens,

Astronium fraxinfolium
広 ウルシ科（Anacardiaceae）

ジョボ モンビン
Jobo,  Mombin,

Srondias
Spondias mombin 広 ウルシ科（Anacardiaceae）

サンタマリア Santa Maria Calophyllum brasiliense 広 オトギリソウ科 （Hypericaceae）

インブイア
Imbui, Imbuia,

Canela, Laurel

Ocotea porosa  (Phoebe

porosa )
広 クスノキ科 （Lauraceae)

グリーンハート Greenheart Ocotea rodiaei 広 クスノキ科 （Lauraceae)

ロウロ
Louro, Laurel,

Canelo, Amarillo

Nectandra spp., Ocotea

spp.
広 クスノキ科 （Lauraceae)

タタジュバ Tatajuba Bagassa guianensis 広 クワ科（Moraceae）
ブラッドウッド サティネ Bloodwood,  Satine Brosimum paraense 広 クワ科（Moraceae）

アルバルコ ジェキティバ

Albarco, Jequitiba,

Yesquero, Jequitiba

Branco

Cariniana brasiliensis,

C. integrifolia, C.

pyriformis

広 サガリバナ科（Lecythidaceae）

アンジローバ アンディローバ
Andiroba，

Mazabalo, Cedro
Carapa guianensis 広 センダン科（Meliaceae）

セドロ
スパニッシュシー
ダー

Cedro, Spanish Cedrela odorata 広 センダン科（Meliaceae）
ホンジュラスマホガニー Honduras Swietenia macrophylla 広 センダン科（Meliaceae）

マホガニー

Mahogany,

Brazilian

Mahogany,

Swietenia spp. 広 センダン科（Meliaceae）

ゴムノキ
パラゴムノキ、ラバー
ウッド

Rubber wood Hevea brasiliensis 広 トウダイグサ科（Euphorbiaceae）

チリパイン Chile pine Araucaria araucana 針 ナンヨウスギ科（Araucariaceae）
パラナパイン Parana pine Araucaria angustifolia 針 ナンヨウスギ科（Araucariaceae）

マルパ
カイセタ、シマルバ、
シマルーバ

Marupa,  Caixeta,

Simarouba

Quassia amara

(Simarouba amara )
広 ニガキ科(Simaroubaceae）

バイローラ
ヴァイローラ、バナッ
ク

Virola, Banak,

Ucuuba, Sebo
Virola spp. 広 ニクズク科（Myristicaceae）

イペ
グアヤカン 、タベブ
ヤ 、ラパチョ

Ipe, Guayacan,

Tabebuia, Lapacho

Tabebuia ipe, T.

serratifolia 等
広 ノウゼンカズラ科（Bignoniaceae）

ロブレ Roble Tabebuia pentaphylla 広 ノウゼンカズラ科（Bignoniaceae）

リグナムバイタ
リグナムヴァイタ、ユ
ソウボク

Lignum-vitae Guaiacum spp. 緑檀 広 ハマビシ科（Zygophyllaceae）

カポック セイバ、フロマジェ
Kapok, Ceiba,

Fromager
Ceiba pentandra 広 アオイ科（Malvaceae）

サキサキ
Saqui-saqui, Cedro

Tolua, Cedro
Bombacopsis quinata 広 アオイ科（Malvaceae）

バルサ
フロマジェ、フロメイ
ジャー

Balsa, Topa, Tami Ochroma pyramidale 広 アオイ科（Malvaceae）

アレルセ Alerce Fitzroya cuprsessoides 針 ヒノキ科（Cupressaceae）
コイゲ Coigue Nothofagus dombeyi チリカバ 広 ナンキョクブナ科（Nothofagaceae）

ジャボティ
Jaboty, Jaboti,

Cambara
Erisma uncinatum 広 ボキシア科（Vochysiaceae）

カリビアマツ Pinus caribaea 針 マツ科（Pinaceae）
ラジアータマツ ラジアータパイン Pinus radiata チリマツ 針 マツ科（Pinaceae）

アンジェリク
Angelique, Basra

locus

Dicorynia guianensis,

D. paraensis
広 マメ科（Fabaceae）

アンブラナ Amburana, Amburana cearensis 広 マメ科（Fabaceae）

カチボ
カチヴォ、カティボ、
カティヴォ

Cativo, Trementino,

Muramo
Prioria copaifera 広 マメ科（Fabaceae）

グラナディロ マカカウバ

Granadillo,

Macacauba,

Macawood,

Masawood

Platymiscium spp. 広 マメ科（Fabaceae）

ココボロ Cocobolo Dalbergia retusa 広 マメ科（Fabaceae）
ジャトバ クールバリル Jatoba, Courbaril Hymenaea courbaril 広 マメ科（Fabaceae）

スクピラ
Sucupira,

Arenillo,Baaka

Bowdichia nitida

(Diplotropis martiusii,

D. purpurea を含む）

広 マメ科（Fabaceae）

チューリップウッド Tulip wood
Dalbergia decipularis,

D. frutescens
広 マメ科（Fabaceae）

パープルハート
Purple heart, Palo

morado, Zepatero
Peltogyne spp. 広 マメ科（Fabaceae）

ブラジリアンローズウッド
ジャカランダ，ハカラ
ンダ

Brazilian rosewood,

Jacaranda
Dalbergia nigra 広 マメ科（Fabaceae）

ペルナンブコ Pernambuco
Caesalpinia echinata

(Guilandina echinata )
広 マメ科（Fabaceae）

マカエリウム カヴィウナ Machaerium, Machaerium spp. パープル 広 マメ科（Fabaceae）

レインツリー
レイントゥリー、モン
キーポッド

Rain tree, Monkey

pod, Samanea samn
Samanea saman 広 マメ科（Fabaceae）



アマゾンローズウッド Amazon rosewood Dalbergia spruceana 広 マメ科（Fabaceae）

アラリバアマレロ アラリバ
Arariba amarero,

Arariba, Canary
Centrolobium spp. 広 マメ科（Fabaceae）

グアタンブ Guatambu
Balfourodendron

riedelianum
広 ミカン科（Rutaceae）

ジリコテ
フレイジョ、カナレ
テ、ボコテ

Ziricote, Freijo,

Canalete, Bocote

Cordia gerascanthus, C.

dodecandra, C.
広 ムラサキ科（Boraginaceae）



樹種名 その他の樹種名 アルファベット表記 学名
好ましくない

樹種名
針・広 原産国 科名

シカモア Sycamore Acer 広 欧 ムクロジ科（Sapindaceae）

ハリギリ セン
Kalopanax

septemlobus
広

中、 朝、
日

ウコギ科（Araliaceae）

アガチス アガティス Agathis Agathis spp. 針 ナンヨウスギ科（Araucariaceae）
アローカリア ナンヨウスギ Araucaria Araucaria spp. 針 ナンヨウスギ科（Araucariaceae）

フープパイン Hoop pine
Araucaria

cunninghamii
針 NG、豪 ナンヨウスギ科（Araucariaceae）

ブンヤパイン Bunya pine Araucaria bidwilli 針 豪 ナンヨウスギ科（Araucariaceae）

シラカバ シラカンバ Betula platyphylla 広
中、露、
朝、日

カバノキ科（Betulaceae）

モクマオウ Casuarina spp. 針 中、台 モクマオウ科（Casuarinaceae）

カツラ
Cercidiphyllum

japonicum
広 中、 日 カツラ科（Cercidiphyllaceae）

ミズキ

Cornus

controversa

(Swida

controversa )

広

中、 ヒマ
ラヤ、
台、 朝、
日

ミズキ科（Cornaceae）

タイワンヒノキ タイヒ

Chamaecyparis

obtusa var.

formosana (C.

taiwanensis )

針 台 ヒノキ科（Cupressaceae）

フッケンヒバ ラオスヒノキ Fokienia hodginsii 針
中、 仏
印

ヒノキ科（Cupressaceae）

ベニヒ
Chamaecyparis

formosensis
針 台 ヒノキ科（Cupressaceae）

オーストラリアンヒノキ サイプレスパイン Cypress pine Callitris glauca 針 豪 ヒノキ科（Cupressaceae）

スギ

Cryptomeria

fortunei

(Cryptomeria

japonica var.

針 中 ヒノキ科（Cupressaceae）

コウヨウザン
Cunninghamia

lanceolata
針 中 ヒノキ科（Cupressaceae）

エンジュ Sophora japonica 広 中 マメ科（Fabaceae）
オーストラリアンブラッ
クウッド

Australian blackwood
Acacia

melanoxylon
広 豪 マメ科（Fabaceae）

カシ

Quercus subgen.,

Cyclobalanopsis
spp.

広 ブナ科（Fagaceae）

シイ Castanopsis spp. 広 ブナ科（Fagaceae）

ヨーロピアンオーク European oak
Quercus robur, Q.

petraea
広 欧 ブナ科（Fagaceae）

ヨーロピアンビーチ European beech Fagus sylvatica 広 欧 ブナ科（Fagaceae）
シルバービーチ シルヴァービーチ Silver beech Nothofagus 広 NZ ブナ科（Fagaceae）

マートゥルビーチ Myrtle beech
Nothofagus

cunninghamii
広 豪 ブナ科（Fagaceae）

イス イスノキ
Distylium

racemosum
広

中、 台、
日

マンサク科（Hamamelidaceae）

フウ
Liquidamber

formosana
広 中、 台 フウ科(Altingiaceae)

トチ トチノキ Aesculus chinensis 広 中 ムクロジ科（Sapindaceae）

オニグルミ
Juglans

mandsurica
広

中、 台、
露、 朝

クルミ科（Juglandaceae）

クス クスノキ
Cinnamomum

camphora
広

中、 台、
朝、 日

クスノキ科（Lauraceae）

タブ タブノキ
Machilus

thunbergii
広

中、 台、
日

クスノキ科（Lauraceae）

オガタマノキ

Michelia odora

(Tsoongiodendron

odorum )

広 中 モクレン科（Magnoliaceae）

ユリノキ
Liriodendron

chinense
広 中 モクレン科（Magnoliaceae）

センダン Melia azedarach 広
中、 台、
朝、日、
東南ア

センダン科（Meliaceae）

クワ Morus alba 広 中 クワ科（Moraceae）

ジャラ Jarrah
Eucalyptus

marginata
広 豪 フトモモ科（Myrtaceae）

シベリアカラマツ
グイマツ、ダフリアカ
ラマツ、ホクヨウカラ

Dahurian larch Larix gmelinii 針 中、 露 マツ科（Pinaceae）

ベニマツ チョウセンゴヨウ Pinus koraiensis 針
中. 露、
朝、 日

マツ科（Pinaceae）

トドマツ トド Abies sachalinensis 針 日、 露 マツ科（Pinaceae）
ハクショウ ハクヒショウ Pinus bungeana 針 中 マツ科（Pinaceae）

バビショウ Pinus massoniana 針
中、 台、
インドシ

マツ科（Pinaceae）

オウシュウアカマツ
ヨーロッパアカマ
ツ、スコッツパイン

Scots pine Pinus sylvestris レッドウッド 針 欧 マツ科（Pinaceae）

オウシュウトウヒ
ヨーロッパトウヒ、ド
イツトウヒ、ノル
ウェースプルース

European spruce Picea abies ホワイトウッド 針 欧 マツ科（Pinaceae）

ヨーロピアンラーチ European larch Larix decidua 針 欧 マツ科（Pinaceae）
ラジアータパイン ラディアータパイン Radiata pine Pinus radiata 針 マツ科（Pinaceae）

キハダ
Phellodendron

amurense
広

中、 露、
朝、 日

ミカン科（Rutaceae）

キリ Paulownia spp. 広 中、 台 キリ科（Paulowniaceae）

ニワウルシ シンジュ Ailanthus altissima 広 中 ニガキ科（Simaroubaceae）

その他の地域産材



カヤ Torreya spp. 針 中 イチイ科（Taxaceae）

イジュ ヒメツバキ Schima wallichii 広
中、 ヒマ
ラヤ、
台、 日

ツバキ科（Theaceae）

モッコク
Ternstroemia

gymnanthera
広

中、 ヒマ
ラヤ、東
南ア

ツバキ科（Theaceae）

ケヤキ
Zelkova

schjneideriana
広 中 ニレ科（Ulmaceae）

エノキ Celtis sinensis 広
中、 台、
朝、 日

アサ科（Cannabaceae）

中：中国，台：台湾，朝：朝鮮半島，欧：欧州，露：ロシア，豪：オーストラリア，NG：ニュー
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