
九州大学北海道演習林の樹木リスト             （その 1） 

Family 科 Species 種(写真番号) 

PINACEAE マツ科 Larix kaempferi *カラマツ (1) 

    Larix decidua *オウシュウカラマツ 

    Larix olgensis *チョウセンカラマツ 

    Larix gmelini *グイマツ 

    Larix kaempferi × gmelini *ホッカイドウカラマツ 

    Pinus sylvestris *オウシュウアカマツ 

    Pinus resinosa *カナダアカマツ 

    Pinus banksiana *バンクスマツ 

    Pinus rigida *リギダマツ 

    Pinus koraiensis *チョウセンゴヨウ 

    Pinus strobus *ストローブゴヨウ 

    Abies sachalinensis *トドマツ (2) 

    Picea glehnii *アカエゾマツ (3) 

    Picea abies *ドイツトウヒ 

    Picea glauca *カナダトウヒ 

    Picea jezoensis *エゾマツ 

    Picea pungens *コロラドトウヒ 

CUPRESSACEAE ヒノキ科 Thuja occidentalis *ニオイヒバ 

JUGLANDACEAE クルミ科 Juglans mandshuriva var.sachalinensis オニグルミ 

SALICACEAE ヤナギ科 Populus tremula var.davidiana チョウセンヤマナラシ (4) 

    Populus maximowiczii ドロノキ 

    Toisusu urbaniana オオバヤナギ 

    Salix bakko バッコヤナギ (5) 

    Salix pet-susu エゾノキヌヤナギ 

    Salix rorida エゾヤナギ 

    Salix sachalinensis オノエヤナギ (6) 

    Salix taraikensis タライカヤナギ 

    Salix integra イヌコリヤナギ (7) 

    Salix koriyanagi コリヤナギ 

    Salix gracilistyla ネコヤナギ 

BETULACEAE カバノキ科 Alnus hirsuta ケヤマハンノキ (8) 

    Alnus japonica ハンノキ 

    Betula maximowicziana ウダイカンバ (9) 

    Betula platyphylla var. japonica シラカンバ (10) 

    Betula ermanii ダケカンバ 

    Betula davurica ヤエガワカンバ (11) 

    Ostrya japonica アサダ (12) 

    Carpinus cordata サワシバ (13) 

FAGACEAE ブナ科 Quercus crispula ミズナラ (14) 

    Quercus dentata カシワ (15) 

ULMACEAE ニレ科 Ulmus davidiana var. japonica ハルニレ (16) 

    Ulmus laciniata オヒョウ (17) 

MORACEAE クワ科 Morus australis ヤマグワ (18) 

SANTALACEAE  ビャクダン科 Viscum album ssp. coloratum ヤドリギ 

MAGNOLIACEAE 
  

モクレン科 

  

Magnolia obovata 
Magnolia kobus var. borealis 

ホオノキ (19) 

キタコブシ (20) 

SCHISANDRACEAE 
  

マツブサ科 

  

Schisandra chinensis 
Schisandra repanda 

チョウセンゴミシ 

マツブサ 

CERCIDIPHYLLACEAE カツラ科 Cercidiphyllum japonicum カツラ (21) 

ACTINIDIACEAE 
  
  

マタタビ科 

  

  

Actinidia arguta 
Actinidia polygama 
Actinidia kolomikta 

サルナシ 

マタタビ 

ミヤママタタビ 

  



   （その 2） 

Family 科 Species 種 

GROSSULARIACEAE スグリ科 Ribes sachalinensis トガスグリ 

HYDRANGEACEAE  アジサイ科 Schizophragma hydrangeoides イワガラミ 

    Hydrangea petiolaris ツルアジサイ 

    Hydrangea paniculata ノリウツギ (22) 

ROSACEAE バラ科 Spiraea salicifolia ホザキシモツケ 

    Sorbaria sorbifolia var. stellipila ホザキナナカマド 

    Cerasus maximowiczii ミヤマザクラ 

   Cerasus leveilleana カスミザクラ 

   Cerasus sargentii オオヤマザクラ (23) 

   Padus ssiori シウリザクラ 

    Padus avium エゾノウワミズザクラ 

   Rosa amblyotis カラフトイバラ 

    Rubus crataegifolius クマイチゴ 

    Rubus idaeus L. subsp. melanolasius エゾイチゴ 

    Sorbus commixta ナナカマド 

    Aria alnifolia アズキナシ 

    Malus baccata var. mandshurica エゾノコリンゴ 

FABACEAE マメ科 Maackia amurensis イヌエンジュ (24) 

    Lespedeza bicolor ヤマハギ 

RUTACEAE ミカン科 Phellodendron amurense キハダ (25) 

ANACARDIACEAE ウルシ科 Toxicodendron trichocarpaum ヤマウルシ 

SAPINDACEAE ムクロジ科 Acer ginnala var. aidzuense カラコギカエデ 

    Acer amoenum オオモミジ (26) 

    Acer japonicum ハウチワカエデ (27) 

    Acer pictum ssp. mono エゾイタヤ (28) 

    Acer ukurunduense オガラバナ 

CELASTRACEAE ニシキギ科 Euonymus alatus f. stiatus コマユミ 

    Euonymus oxyphyllus ツリバナ 

    Celastrus orbiculatus var. orbiculatus ツルウメモドキ (29) 

STAPHYLEACEAE ミツバウツギ科 Staphylea bumaluda ミツバウツギ 

RHAMNACEAE クロウメモドキ科 Rhamnus japonica var. japonica エゾノクロウメモドキ 

VITACEAE ブドウ科 Vitis coignetiae ヤマブドウ (30) 

MALVACEAE アオイ科 Tilia japonica シナノキ (31) 

    Tilia maximowicziana オオバボダイジュ (32) 

CORNACEAE ミズキ科 Cornus controversa ミズキ 

ARALIACEAE ウコギ科 Aralia alata タラノキ (33) 

    Eleutherococcus senticosus エゾウコギ 

    Eleutherococcus divaricatuss ケヤマウコギ（オニウコギ） 

    Kalopanax septemlobus ハリギリ (34) 

ERICACEAE ツツジ科 Rhododendron dauricum エゾムラサキツツジ 

    Eubotryoides grayana var. grayana ハナヒリノキ 

    Vaccinium oldhamii ナツハゼ 

    Vaccinium smallii var. smallii オオバスノキ 

STYRACACEAE エゴノキ科 Styrax obassia ハクウンボク 

OLEACEAE モクセイ科 Fraxinus mandshurica var. japonica ヤチダモ (35) 

    Fraxinus lanuginosa f. serrata アオダモ (36) 

    Syringa reticulata ハシドイ (37) 

ADOXACEAE レンプクソウ科 Sambucus racemosa ssp. kamtschatica エゾニワトコ (38) 

    Viburnum furcatum オオカメノキ 

    Viburnum wrighitii ミヤマガマズミ 

CAPRIFOLIACEAE スイカズラ科 Lonicera chrysantha ネムロブシダマ 

POACEAE イネ科 Sasa nipponica ミヤコザサ (39) 

    Sasa borealis スズタケ 

   *印は移入種 

 


