
種名 学名 自生場所 導入場所

イチイ科 Taxaceae イチイ Taxus cuspidata  Sieb. et Zucc. 白糠 標茶

マツ科 Pinaceae トドマツ Abies sachalinensis  (Fr. Schm.) Masters 白糠 標茶

アカエゾマツ Picea glehnii  (Fr. Schm.) Masters 白糠・標茶

エゾマツ Picea jezoensis  (Sieb. et Zucc.) Carrière 白糠 標茶

ドイツトウヒ Picea abies  Karst. 白糠・標茶

カラマツ Larix kaempferi  (Lamb.) Carrière 白糠・標茶

グイマツ Larix gmelinii  var. japonica  Maxim. 標茶

グイマツＦ１ Larix gmelinii  var. japonica  × Larix kaempferi 標茶

チョウセンカラマツ Larix olgensis  var. koreana  Nakai 標茶

アカマツ Pinus densiflora  Sieb. et Zucc. 標茶

ハイマツ Pinus pumila  (Pallas) Regel 標茶

チョウセンゴヨウ Pinus koraiensis  Sieb. et Zucc. 標茶

ストローブマツ Pinus strobus  L. 白糠・標茶

レジノザマツ Pinus resinosa  Aiton 白糠・標茶

バンクスマツ Pinus banksiana  Lamb. 白糠・標茶

ヨーロッパアカマツ Pinus sylvestris  L. 白糠・標茶

ヤナギ科 Salicaceae チョウセンヤマナラシ

（エゾヤマナラシ）

ドロノキ

（ドロヤナギ）

イヌコリヤナギ Salix integra  Thunb. 標茶

エゾノカワヤナギ Salix miyabeana  Seemen 標茶

エゾノバッコヤナギ

（マルバノバッコヤナギ）

エゾノキヌヤナギ Salix pet-susu  Kimura 白糠・標茶

オノエヤナギ

（ナガバヤナギ）

ネコヤナギ Salix gracilistyla  Miq. 標茶

クルミ科 Juglandaceae オニグルミ Juglans mandshurica  Maxim. 白糠・標茶

var. sachalinensis  (Miyabe et Kudo) Kitamura

カバノキ科 Betulaceae ハンノキ Alnus japonica  (Thunb.)Steud. var.

（ヤチハンノキ） arguta  Call.

ミヤマハンノキ Alnus maximowiczii  Call. 白糠

ケヤマハンノキ Alnus hirsuta  Turcz. 白糠・標茶

シラカンバ Betula platyphylla  Sukatchev var. japonica
(Miq.) Hara

ウダイカンバ Betula maximowicziana  Regel 白糠・標茶

ダケカンバ Betula ermanii  Cham. 白糠・標茶

サワシバ Carpinus cordata  Blume 白糠

アカシデ Carpinus laxiflora  (Sieb. et Zucc.) Blume 白糠

アサダ Ostrya japonica  Sargent 白糠

ブナ科 Fagaceae カシワ Quercus dentata  Thunb. ex Murray 標茶

ミズナラ Quercus crispula  Blume 白糠・標茶

ニレ科 Ulmaceae ハルニレ Ulmus davidiana  Planch. var. japonica
（コブニレ）  (Rehder) Nakai

オヒョウ Ulmus laciniata  (Trautv.) Mayr 白糠・標茶

クワ科 Moraceae ヤマグワ Morus australis  Poir. 白糠・標茶

ビャクダン科* Santalaceae ヤドリギ Viscum album  L. subsp. coloratum Komarov 白糠・標茶

【ヤドリギ科 Moraceae】

カツラ科 Cercidiphyllaceaeカツラ Cercidiphyllum japonicum  Sieb. et Zucc. 白糠・標茶

キンポウゲ科 Ranunculaceae ミヤマハンショウヅル Clematis ochotensis  (Pall.)　Poiret 白糠

モクレン科 Magnoliaceae ホオノキ Magnolia obovata  Thunb. 白糠・標茶

キタコブシ Magnolia praecocissima  Koidz. var. borealis
 (Sargent) Koidz.

マツブサ科 Schisandraceae チョウセンゴミシ Schisandra chinensis  (Turcz.) Baill. 白糠・標茶

アジサイ科* Hydrangeaceae ツルアジサイ Hydrangea petiolaris  Sieb. et Zucc. 白糠・標茶

【ユキノシタ科 Saxifragaceae】 ノリウツギ Hydrangea paniculata  Sieb. et Zucc. 白糠・標茶

エゾアジサイ Hydrangea serrata  (Thunb. ex Murray) Ser.

var. megacarpa  (Ohwi) H. Ohba

イワガラミ Schizophragma  hydrangeoides  Sieb. et Zucc. 白糠

スグリ科* Grossulariaceae エゾスグリ Ribes latifolium  Janczewski 標茶

【ユキノシタ科 Saxifragaceae】

バラ科 Rosaceae クロミサンザシ Crataegus jozana  C. K. Schn. 白糠・標茶

エゾノコリンゴ Malus baccata  (L.) Borkh.

var. mandshurica  (Maxim.) C. K. Schn.

オオヤマザクラ Prunus sargentii  Rehder

（エゾヤマザクラ・ベニヤマザクラ）

ミヤマザクラ Prunus maximowiczii  Ruprecht 白糠・標茶

シウリザクラ Prunus ssiori  Fr. Schm. 白糠・標茶

エゾノウワミズザクラ Prunus padus  L. 標茶

オオタカネバラ Rosa acicularis  Lindl. 標茶

カラフトイバラ

（ヤマハマナス）

クマイチゴ Rubus crataegifolius  Bunge 白糠・標茶

エゾイチゴ Rubus matsumuranus  Lév. et Van't. 白糠・標茶

ホザキナナカマド Sorbaria sorbifolia  (L.) A. Br. 白糠・標茶

ナナカマド Sorbus commixta  Hedl. 白糠
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Populus jezoensis  Nakai 標茶

Populus maximowiczii  A. Henry 白糠・標茶

Salix hultenii  Flod. var. angustifolia  Kimura 白糠・標茶

Salix sachalinensis  Fr. Schm. 標茶

標茶

白糠・標茶

白糠・標茶

白糠・標茶

白糠・標茶

白糠・標茶

白糠・標茶

Rosa marretii  Léveillé 標茶



アズキナシ Sorbus alnifolia  (Sieb. et Zucc.) C. Koch 白糠・標茶

マルバシモツケ Spiraea betulifolia  Pall. 標茶

ホザキシモツケ Spiraea salicifolia  L. 白糠・標茶

エゾシモツケ Spiraea sericea  Turcz. 標茶

マメ科 Leguminosae イヌエンジュ Maackia amurensis  Rupr. et Maxim.

subsp. buergeri  (Maxim.) Kitamura

エゾヤマハギ Lespedeza bicolor  Turcz. 標茶

ミカン科 Rutaceae キハダ Phellodendron amurense  Rupr. 白糠・標茶

ニガキ科 Simaroubaceae ニガキ Picrasma quassioides  (D. Don) Benn. 白糠

ツゲ科 Buxaceae フッキソウ Pachysandra terminalis  Sieb. et Zucc. 白糠・標茶

ウルシ科 Anacardiaceae ツタウルシ Rhus ambigua  Lavall. ex Dipp. 白糠・標茶

ヤマウルシ Rhus trichocarpa  Miq. 白糠

ニシキギ科 Celastraceae オニツルウメモドキ Celastrus orbiculatus  Thunb. var. strigillosus
(Nakai) Makino

ケニシキギ Euonymus alatus  (Thunb.) Sieb. var. pilosus
Loes. et Rehder

マユミ Euonymus sieboldianus  Bl. 白糠・標茶

ヒロハツリバナ Euonymus macropterus  Rupr. 白糠

ツリバナ Euonymus oxyphyllus  Miq. 白糠・標茶

オオツリバナ Euonymus planipes  (Koehne) Koehne 白糠・標茶

ミツバウツギ科 Staphy leaceae ミツバウツギ Staphylea bumalda  (Thunb.) DC. 白糠・標茶

ムクロジ科* Sapindaceae カラコギカエデ Acer ginnala  Maxim. 白糠・標茶

【カエデ科 Aceraceae】 ハウチワカエデ

（メイゲツカエデ）

オオモミジ Acer amoenum  Carr. 白糠・標茶

イタヤカエデ Acer mono  Maxim. var. marmoratum (Nichols.)

Hara f. dissectum  (Wesmael) Rehder

クロビイタヤ Acer miyabei  Maxim. 白糠

クロウメモドキ科 Rhamnaceae クロウメモドキ Rhamnus japonica  Maxim. var. decipiens  Maxim. 白糠・標茶

クロツバラ Rhamnus davurica  Pallas var. nipponica
Makino

ブドウ科 Vitaceae ヤマブドウ Vitis coignetiae  Pulliat ex Planch. 白糠・標茶

アオイ科* Malvaceae シナノキ Tilia japonica  (Miq.) Simonkai 白糠・標茶

【シナノキ科 Tiliaceae】 オオバボダイジュ Tilia maximowicziana  Shirasawa 白糠・標茶

マタタビ科 Actinidiaceae サルナシ Actinidia arguta  (Sieb. et Zucc.) Planch. ex Miq. 白糠・標茶

ミヤママタタビ Actinidia kolomikta  (Rupr. et Maxim.) Maxim. 白糠・標茶

ウコギ科 Araliaceae コシアブラ Acanthopanax sciadophylloides  Franch. et Savat. 白糠

エゾウコギ Acanthopanax senticosus (Rupr. et Maxim.) Harm白糠・標茶

ケヤマウコギ Acanthopanax divaricatus  (Sieb. et Zucc.) Seem. 白糠

タラノキ Aralia elata  (Miq.) Seemann 白糠・標茶

ハリギリ（センノキ） Kalopanax pictus  (Thunb.) Nakai 白糠・標茶

ミズキ科 Cornaceae ミズキ Swida controversa  (Hemsl.) Soják 白糠・標茶

ツツジ科 Ericaceae エゾウラジロハナヒリノキLeucothoe grayana  Maxim. var. glabra  Komatsu 白糠

ハクサンシャクナゲ Rhododendron brachycarpum  G.Don 白糠

エゴノキ科 Styracaceae ハクウンボク Styrax obassia  Sieb. et Zucc. 白糠

モクセイ科 Oleaceae ヤチダモ Fraxinus mandshurica  Rupr. var. japonica  Maxim. 白糠・標茶

アオダモ Fraxinus lanuginosa  Koidz. f. serrata  (Nakai)

（コバノトネリコ） Murata

ハシドイ Syringa reticulata  (Bl.) Hara 白糠・標茶

スイカズラ科 Caprifoliaceae ネムロブシダマ Lonicera chrysantha  Turcz. var. crassipes  Nakai 白糠・標茶

レンプクソウ科* Adoxaceae エゾニワトコ Sambucus racemosa  L. subsp. sieboldiana  (Miq.)

【スイカズラ科 Caprifoliaceae】 Hara subsp. kamtschatica  (E.Wolf) Hultén

オオカメノキ

（ムシカリ）

ミヤマガマズミ Viburnum wrightii  Miq. 白糠

カンボク Viburnum opulus  L. var. calvescens (Rehder) Har 標茶

タケ亜科 Bambusaceae ミヤコザサ Sasa nipponica  (Makino) et Shibata 白糠・標茶

オオクマザサ

（ナンブミヤコザサ）

オオバザサ Sasa megalophylla  Makino et Uchida 白糠

クマイザサ Sasa senanensis  (Fr.et.Sav.)Rehder 白糠・標茶

スズダケ（スズ） Sasamorpha borealis  (Hack.) Nakai 白糠

従来の科名・種名・学名を記載するにあたり参考にした資料         

    「日本の野生植物（木本）」（平凡社）、「原色日本植物図鑑」（保育社）、「樹木の葉」（山と渓谷社）

    岡本省吾（1956）京都大学農学部北海道演習林植物目録. 京大演報 25: 35-74.）

*はAPGⅢ分類体系により変更された科名を示す（参考資料：「樹木の葉」（山と渓谷社））。また、科名下の【】は従来の科名を示す。

白糠・標茶Sasa chartacea  (Makino) Makino

白糠・標茶

白糠・標茶

白糠

白糠・標茶

Viburnum furcatum  Blume ex Maxim. 白糠

白糠・標茶

Acer japonicum  Thunb. 白糠・標茶

白糠・標茶

標茶


