
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））
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