
アフリカ産材

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

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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