
北海道光珠内林木育種場樹木目録

森 田 健 次 郎       

　この目録は，北海道光珠内林木育種場（美唄市）において，1961 年８月現在育成している樹木類をまとめ学

名，和名，分布地域，入手先について記載したものである。

1．　分類大系および学名は，大井次三郎；日本植物誌（1953）によった。　外国樹種の学名については REH-

　DER：Manual of cultivated trees and shrubs（1956）により，また園芸品種については上原敬三：樹木

　大図説（1959）を引用した。

2．　分布地域についても上記の文献を参考とした。

3．　Populus，Juglans，Castanea 属の交雑種は，目録の最後に配列した。ポプラの交雑品種の和名は猪熊

　泰三：ポプラ栽培品種の標準和名，Ｉ（ポプラ，2：16－17，1959）によった。

4．　目録中，学名の次の①②③はそれぞれ和名，分布地域，入手先をあらわす。ただし，Populus 属交雑種

目録の②は産地系統名を示す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＧＩＮＫＧＯＡＣＥＡＥ　イチョウ科

Ginkgo　LINN．　イチョウ属

　　1．biloba　LINN．

　　　　　　　　①イチョウ　②日本；中国　③北大植物園

ＴＡＸＡＣＥＡＥ　イ チ イ 科       

Torreya　ARNOTT　カヤ属

　1．mucifera（LINN）SIEB． et　ZUCC． var．radicans　NAKAI

　　　　　　　①チャボガヤ　②本州　⑧浅川実験林

Taxus　LINN．イチイ属

　1．cuspidata　SIEB．et　ZUCC．

　　　　　　　①イチイ　②北海道，本州（北・中部及び大和），四国山地

　　　　　　　　　　　　　　　　ＣＥＰＨＡＬＯＴＡＸＡＣＥＡＥ　イヌガヤ科

Cephalotaxus　SIEB．et　ZUCC．イヌガヤ属

　　1．Harringtonia（KNIGHT）K．KOCH　var．nama（NAKAI）REHD

　　　　　　　①ハイイヌガヤ　②北海道，本州日本海側

ＰＩＮＡＣＥＡＥ　マ ツ 科     

Abies　MILL．モ ミ 属     
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1．alba　MILL．

　　　　　　　　①∃ーロッパモミ　②欧州中・南部　③東大北演

2．balsamea（LINN）MILL．

　　　　　　　　①バルサムモミ　③北米中・南部　③ニューヨーク州

３．concolor（GORD）ENGELM．

　　　　　　①コンコロールモミ　②北米中・南部一メキシコ北部　③東大北演

4．furma　SIEB．et　ZUCC

　　　　　　①モミ　②本州，四国，九州　③仙台営林署

　5．grandis　LINDL．

　　　　　　　①グランデスモミ　②北米北太平洋岸　③ニュー∃ーク州

　6．homolepis　SIEB．et　ZUCC．

　　　　　　　①ウラジロモミ　②本州（福島県以西，中部，天和），四国，九州南部③東大北演，山梨林試

　7．Mariesii　MASTERS

　　　　　　　①アオモリトドマツ　②本州中部以北　③東北林木育種場

　8．sachalinensis（FR．SCHM）MASTERS

　　　　　　　①アカトドマツ　②北海道；南千島；カラフト

　9．sachalinensis（FR．SCHM）MASTERS　var．mayiana　MIYABE　et　KUDO

　　　　　　　①アオトドマツ　②北海道

　10．Veitchii　LINDL．

　　　　　　　①シラベ　②本州（福島県以南，中部地方）③東大北演，諏訪営林署

Pseudotsuga　CARR．トガサワラ属

　1．menziesii　BRIT．var．caesia（SCHWER．）ASCHERS．　et　GRAEBN

　　　　　　　①ダグラスファーカエシア　②北米太平洋岸諸州　③Ｂ．コロンビア

　2．menziesii　BRIT．var．glauca（MAYR）SCHN

　　　　　　　①ダグラスファー-グラウカ　②北米太平洋岸諸州　③ロッキー山脈

　3．menziesii　BRIT．var．viridis（SCHWER．）ASCHERS．et　GRAEBN．

　　　　　　　①ダグラスファービリジス　②北米太平洋岸諸州　⑧ウェリントン；オレゴン；バイエ

　　　　　　　ルン；ワシントン；Ｂ．コロンビア

Picea　A．DIETR．トウヒ属

　1．Abies（LINN．）KARST

　　　　　　　①∃ーロッパトウヒ　②欧州北・中部　③ポーランド

　2．Engelmanni（PARRY）ENGELM．

　　　　　　　①エンゲルマントウヒ　②Ｂ．コロンビア；オレゴン；アリゾナ；ニューメキシコ　③コ

　　　　　　　ロラド州

　　3．glauca（MOENCH）VOSS．

　　　　　　　①グラウカトウヒ　②アラスカ；カナダ；ラブラドール；ニューイングランド；モントリ

　　　　　　　オール　③東大北演（カナダ産）

　4．Glehnii（Fr．SCHM）MASTERS



　　　　　①アカエゾマツ　②北海道；カラフト　③池田林務署

　5．jezoensis（SIEB．et　ZUCC）CARR．

　　　　　①クロエゾマツ　②北海道；南千島；カラフト　③厚岸林務署

　6．jezoensis（SIEB．et　ZUCC）CARR．var．Takedai　TATEWAKI

　　　　　①シロエゾマツ　②北海道；カラフト　③厚岸林務署

　7．Koraiensis　NAKAI

　　　　　①チョウセンハリモミ　②朝鮮；満州

　8．Koyamai　SHIRASAWA

　　　　　①ヤツガタケトウヒ　②本州（信濃八ケ岳）③諏訪営林署

　9．mariana（MILL．）B．S．P．

　　　　　①マリアナトウヒ　②北米北部；アラスカ；カナダ；ラブラドール　③ニョーヨーク州

　10．Omorika（PANCIC）PURKYNE

　　　　　①オモリカトウヒ　②欧州南・東部；バルカン半島　③王子育研（フィンランド産）

　11．rubens　SARG．

　　　　　　　①ルーベンストウヒ　②北米北部－カナダ　③ニュー∃ーク州

　12．sitchensis（BONG．）CARR

　　　　　　　①シトカトウヒ　②アラスカ－カリフオルニア州　③東大北演，ワシントン州，　コロン

　　　　　　　ビア州

Larix　MILL．カラマツ属

　1．decidua　MILL．

　　　　　　　①∃ーロッパカラマツ　②欧州北・中部　③東大北演，バーデン，バイエルン

　2．eurolepis　A．HENRY

　　　　　　　①ユーロレピスカラマツ　②ドイツ　③北海道林木育種場，東北林木育種場

　3．Gmelini（RUPR.）LITVIN．var．japonica（REG．）PILGER

　　　　　　　①グイマツ　②南千島；カラフト；カムチャッカ　③東大北演，北海道林木育種場，千島

　　　　　　　（ユーズノ・サーハリンスク）

　4．Gmelini（RUPR.）LITVIN．var．koreana　NAKAI

　　　　　　　①チョウセンカラマツ　②朝鮮　③北海道林木育種場

　5．Gmelini（RUPR.）LITVIN．var．olgensis　A．HENRY

　　　　　　　①マンシュウカラマツ　②朝鮮；カラフト；満州；シベリア；オルガ湾沿岸　③東大北

　　　　　　　演，東北林木育種場

　6．Gmelini（RUPR.）LITVIN．var．Principis‐Rupprechtii（MAYR）PILGER

　　　　　①　ホクシカラマツ　②中国北部；朝鮮　③東大北演

7．laricina（DUROI）K．KOCH

　　　　　　①ラリシナカラマツ　②北米東部；カナダ；アラスカ　③東大北演，北海道林木育種場

8．lepolepis（SIEB．et　ZUCC．）GORD．

　　　　　　①ニホンカラマツ　②本州（中部，尾瀬，蔵王山）

9．sibrica　LEDEB．



　　　　　　　①シベリアカラマツ　②ソ連北・東部；シベリア　③東大北演

Cedrus　LINK．ヒマラヤスギ属

　1．Deodara（ROXB．）LOUD．

　　　　　　　①ヒマラヤシーダ　②ヒマラヤ地方　③大岸苗畑

pinus　LINN．マツ属

　1．Armandi　FRANCH．var．amamiana（KOIDZ．）HATUSMA

　　　　　　　①　アマミゴヨウ　②九州南部（屋久島，種子島）③岩手林試

　2．Banksinana　LAMB．

　　　　　　　①バンクシャマツ　②北米北部；カナダ　③ウイスコンシン，ニュー∃ーク

　3．Bungeana　ZUCC．

　　　　　　　①ハクショウ　②中国北・西部　③東北林木育種場

　4．contorta　LOUD．

　　　　　　　①コントルタマツ　②北米西部；アラスカ　③Ｂ．コロンビア

　5．contorta　LOUD．var．Murrayana　ENGELM

　　　　　①ムラヤナマツ　②カナダ；アラスカロッキー山脈　③青森支場

　6．densiflora　SIBB．et　ZUCC

　　　　　　①アカマツ　③北海道南部，本州，四国，九州　③岩手林試，東北林木育種場，東北パ

　　　　　　ルプ，山形県庁

　7．Griffithii　MCCLELLAND

　　　　　①ヒマラヤゴヨウ　②ヒマラヤ；アフガニスタン　③東大北演，浅川実験林，林試，京大

　　　　　上賀茂実験林

　8．Jeffreyi　A．MURR．

　　　　　　①ジェフリーマツ　②北米西海岸　③ロッキー山脈

　9．Koraiensis　SIEB．et　ZUCC

　　　　　　①チョウセンゴヨウ　②本州，四国；朝鮮；満州；ウスリー　③東大北演

　10．Lambertiana　DOUGL．

　　　　　　①ランベルトマツ　②オレゴン；カリフオルニア州　③オレゴン

　11．momnticola　LAMB．

　　　　　　①モンチコラマツ　②北米北・西部　③Ｂ．コロンビア

　12．Mugo　TURRA

　　　　　　①モンタナマツ　②欧州中部高地；ピレネー；フランスアルプス　③浅川実験林

　13．nigra　ARNOLD

　　　　　　①∃ーロッパクロマツ　②西アジア；欧州東・南部　③東大北演

　14．nigra　ARNOLD　var．austriaca（HOESS）ASCHERS．et　GRAEBN．

　　　　　　①オーストリーマツ　②オーストリア―バルカン半島　③東大北演

　15．nigra　ARNOLD　var．poiretiana（ANT．）ASCHERS．et　GRAEBN．

　　　　　　①コルシカクロマツ　②欧州南部　③東大北演

　16．palustris　MILL．



　　　　　　①ダイオウショウ　②北米東・南部　③王子育研

　17．parviflora　SIEB．et　ZUCC．

　　　　　　①ヒメコマツ　②北海道南部，本州，四国，九州　③函館林務署，東大北演

　18．parviflora　SIEB．et　ZUCC．var．laevis　HARA

　　　　　　①トドハダゴヨウ　②北海道日高国アポイ岳　⑧函館林務署

　19．parviflora　SIEB．et　ZUCC．var．pentaphylla（MAYR）HENRY

　　　　　　①キタゴヨウ　②北海道，東北，本州中部　③函館林務署，浦河林務署

　20．Peuce　GRIS．

　　　　　　①ペウケマツ　②バルカン半島　③京大上賀茂実験林

　21．pondeosa　LAWS．

　　　　　　①ポンデローザマツ　②北米東・南部　③オレゴン

　22．pumila（PALLAS）REGEL

　　　　　　①ハイマツ　②北海道，本州北・中部；カムチャッカ；東シベリア　③東大北演

　23．resinosa　AIT．

　　　　　　①レジノーザマツ　②北米東部　③ニュー∃ーク，ミネソタ

　24．rigida　MILL

　　　　　　①リギダマツ　②北米全域　③ニュー∃ーク

　25．Strobus　LINN．

　　　　　①ストローブマツ　②北米北・東部　③ウイスコンシン，ニューヨーク，ミネソタ，東

　　　　　大北演

　26．sylvestris　LINN

　　　　　　　①∃ーロッパアカマツ　②欧州全域；シベリア　⑧スェーデン，ドイツ，東大北演

　27．tabulaefornis　CARR

　　　　　　　①マンシュウクロマツ　②中国北・西部　③東北林木育種場，北見川西種苗

　28．Thunbergii　PARLAT．

　　　　　　　①クロマツ　②本州，四国，九州；南朔鮮　③王子育研

　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＡＸＯＤＩＡＣＥＡＥ　ス ギ 科     

Metasequoia　メタセコイア属

　1．glyptoboides　HU　et　CHENG

　　　　　　　①メタセコイア　②中国　③浅川実験林，兵庫林試

Taxodium　RICH　ラクウショウ属

　1．distichum（LINN）RICH

　　　　　　①ラクウショウ　②北米南部；メキシコ　③兵庫林試

Cyptomeria　D．DON．　ス ギ 属    

　1．japonica（LINN．fil.）ｄ.DON.

　　　　　　①スギ　②本州，四国，九州



Cunninghamia　R．BR．　コウヨウザン属

　　1．lanceolata（LAMB．）HOOK．

　　　　　　　　①コウヨウザン　②台湾；中国南部　③浅川実験林

　　　　　　　　　　　　　　　　ＣＵＰＲＥＳＳＡＣＥＡＥ　ヒノキ科     

Thuja　LINN．クロベ属

　1．occidentalis　LINN．

　　　　　　　①ニオイヒバ　②北米中・北部③東大北演

　2．orientalis　LINN．

　　　　　　　①コノテガシワ　②中国；朝鮮　③浅川実験林

Chamaecyparis．SPACH　ヒノキ属

　1．Lawsoniana（A．MURR）．PARL

　　　　　　　①ローソンヒノキ　②北米西海岸　③王子育研（北イタリー産）

　2．obtusa（SIEB．et　ZUCC．）SIEB．et　ZUCC．ap．ENDL．

　　　　　　　①ヒノキ　②本州（関東以西），四国，九州　③札幌三国種苗

　3．pisifera（SIEB．et　ZUCC．）SIEB．et　ZUCC．ap．ENDL．

　　　　　　　①サワラ　②本州（関東以西，大和，紀伊），九州　③浅川実験林，札幌三国種苗，王子育研

　　　　　　　　　　　　　　　　ＳＡＬＬＣＡＣＥＡＥ　ヤナギ科     

Populus　LINN．

　1．adenopoda　MAXIM．

　　　　　　　①　アデノポーダヤマナラシ　②中国中・西部　③北海道林木育種場，兵庫林試

　2．alba　LINN．

　　　　　　　①　ギンドロ　②中央アジア；欧州中・南部；シベリア西部　③兵庫林試

　3．canescens（AIT．）SM．

　　　　　　　①　カネッセンスギンドロ　②西アジア；欧州　③東大北演

　4．deltoides　MARSH．

　　　　　　　①アメリカクロポプラ　②北米東部；カナダ　③東大北演

　5．deltoides　MARSH．var．missouriensis　HENRY

　　　　　　　①ミゾリー種　　　　　　　③北海道林木育種場，東大

　6．grandidentata　MICHX．

　　　　　　　①グランディデンタータヤマナラシ　②北米北・西部　③東大北演

　7．koreana　REHD．

　　　　　　　①チリメンドロ　②朝鮮　③東大北演，北海道造林振興協会

　8．lasiocarpa　OLIV

　　　　　　　①ラシオカルパドロ　②中国中・西部　③東大北演

　9．Maximowiczii　HENRY

　　　　　　　①ドロノキ　②日本；北東アジア　③岩見沢林務署，王子育研



　10．monilifera　AIT

　　　　　　　①モニリフェラポプラ　③九州大学

　11．nigra　LINN．

　　　　　　　①∃ーロッパクロポプラ　②西アジア；欧州　③東大北演，北海道林木育種場

　12．Simonii　CARR．

　　　　　　　①シモニドロ　②中国北部　③北海道林木育種場，兵庫林試

　13．tomentosa　CARR．

　　　　　　　①トメントーサギンドロ　②中国北部　③東大北演

　14．tremula　LINN．

　　　　　　　①∃ーロッパヤマナラシ　②西アジア；北アフリカ；欧州；シベリア　③東大北演

　15．tremula　LINN．var．Davidiana（DODE）SCHNEID

　　　　　　　①チョウセンヤマナラシ　②中国；北東アジア　③北見林務署

　16．tremuloides　MICHX．

．　　　　　①アメリカヤヤナラシ　②北米太平洋沿岸地帯　③東大北演

Toisusu　KIMURA　オオバヤナギ属

　　1．Urbaniana（SEEMEN）KIMURA

　　　　　　　①オオバヤナギ　②北海道，本州北部；千島

Salix　LINN．ヤナギ属

　1．babylonica　LINN

　　　　　　　①シダレヤナギ　②中国中部

　2．Koriyanagi　KIMURA

　　　　　　　①コリヤナギ　②朝鮮

　　　　　　　　　　　　　　　　ＪＵＧＬＡＮＤＡＣＥＡＥ　クルミ科    

Pterocaya　KUNTH．　サワグルミ属

　1．stenoptera　DC．

　　　　　　　①シナサワグルミ　②中国中・北部　③浅川実験林

Juglans　LINN．　クルミ属

　1．ailanthifolia　CARR．

　　　　　　　①オニグルミ　②日本全域　③岩手林試

　2．ailanthifolia　CARR．var．cordiformis（MAXIM）REHD．

　　　　　　　①ヒメグルミ　②日本全域　③岩手林試

　3．Regia　LINN．var．orientalis　KITAM．

　　　　　　　①テウチグルミ　③函館

　4．nigra　LINN．

　　　　　　　①クログルミ　②北米東海岸－中部　③岩手林試

Carya　NUTT．



1．ovata（MILL．）K．KOCH

　　　　　　①オバータヒッコリー　②北米中・南部；カナダ　③岩手林試

2．Pecan（MARSH．）ENGL．et　GRAEBN．

　　　　　　①ペカンスチュアート　②北米中・南部；メキシコ　③岩手林試

　　　　　　　　　　　　　　　　　ＢＥＴＵＬＡＣＥＡＥ　ハンノキ科

Carpinus　LINN．　クマシデ属

　1．Betulus　LINN．

　　　　　　　①∃ーロッパシデ　②欧州－ペルシャ　③浅川実験林（フランス・ナンシー産）

Corylus　LINN．　ハシバミ属

　1．Avellana　LINN．

　　　　　　　①セイヨウハシバミ　②小アジア；欧州；北アフリカ　③岩手林試

Betula　LINN． シラカンバ属

　1．apoiensis　NAKAI

　　　　　　　①アポイカンバ　②北海道日高国アポイ岳

　2．davurica　PALL．

　　　　　　　①ヤエガワカンバ　②北海道，本州中部以北；朝鮮；ウスリー　③東北林木育種場

　3．Ermani　CHAM．

　　　　　　　①ダケカンバ　②北海道，本州中部以北，四国；千島；カラフト；朝鮮；カムチャッカ

　　　　　　　③奥日光国有林，王子育研，

　4．lenta　LINN．

　　　　　　　①レンタカンバ　②北米　③王子育研（ペンシルバニア産）

　5．lutea　MICHX．var．alleghaniensis（BRIT）ASHE

　　　　　　　①アレガニーカンバ　②北米　③東北林木育種場

　6．Maximowicziana　REGEL

　　　　　　　①ウダイカンバ　②北海道，本州中部以北；南千島　③東大北演

　7．platyphylla　SUKATCHEV　var．japonica（MIQ）HARA

　　　　　　　①シラカンバ　②北海道，本州中部以北　③東大北演

　8．populifolia　MARSH

　　　　　　　①ポプリフオリアカンバ　②北米北部；カナダ　③王子育研

　9．pubescens　EHRH

　　　　　　　①プベッセンスカンバ　②欧州北部；シベリア　③スェーデン

　10．Schmidii　REGEL

　　　　　　　①オノオレ　②本州中部以北；朝鮮；満州；ウスリー　③王子育研（日光産）

　11．utilis　D．Don．

　　　　　　　①ユーチリスカンバ　②ヒマラヤ；カシミール③東北林木育種場

　12．verrucosa　EHRH



　　　　　　　①　ベルコーサカンバ　②小アジア；欧州　③スエーデン，ポーランド，東大北演

Aluns　MILL．ハンノキ属

　1．glutinosa（LINN．）GAERTN

　　　　　　　①グルチノーザハンノキ　②欧州　③王子育研，浅川実験林

　2．hirsuta　TURCZ．

　　　　　　　①ケヤマハンノキ　②日本全域　③池田林務署

　3．hirsuta　TURCZ．var．microphylla　NAKAI

　　　　　　　①コバノヤマハンノキ　②北海道，本州北部；朝鮮　③王子育研，東北林木育種場，青

　　　　　　　森県庁

　4．hirsuta　TURCZ．var．sibirica（FISCHER）C．K．SCHN．

　　　　　　　①ケヤマハンノキ　②朝鮮；カラフト；カムチャッカ；東シベリア　③王子育研，東大

　　　　　　　北演

　5．hybrida　A．BR．

　　　　　　　①アイノコハンノキ　②欧州　③東北林本育種場

　6．incana（LINN．）MOENCH．

　　　　　　　①インカーナハンノキ　②欧州各地　③ドイツ

　7．japonica（THUNB）STEUD．

　　　　　　　①ハンノキ　②日本全域；朝鮮　③東大北演，岩見沢

　8．japonica（THUNB．）STEUD．var．arguta　CALL．

　　　　　　　①エゾハンノキ　②北海道，本州；朝鮮；ウスリー　③池田林務署，厚岸林務署

　9．Mayrii　CALL

　　　　　　　①　ウスゲヒロハハンノキ　③光珠内林木育種場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＧＡＣＥＡＥ　ブ ナ 科     

Quercus　LINN． コナラ属

　1．dentata　THUNB．

　　　　　　　①カシワ　②日本全域；南千島；中国；朝鮮

　2．monglica　FISCHER　var．grossesrrata（BLUME）REHD．et　WILS．

　　　　　　　①ミズナラ　②日本全域；千島；カラフト

Castanea　MILL．ク リ 属    

　1．crenata　SIEB．et　ZUCC．

　　　　　　①ニホングリ　②日本全域；中国；朝鮮

　2．dentata　BORKH．

　　　　　　　①　アメリカグリ　②北米東部

　3．mollissima　BLUME

　　　　　　　①シナグリ　②中国；朝鮮



ＵＬＭＡＣＥＡＥ　ニ レ 科    

Ulmus　LINN．ニレ属

　1．Davidiana　PLANCH．var．japonica（REHD）NAKAI

　　　　　　　①ハルニレ　②北海道，本州；千島；中国；朝鮮；カラフト；東シベリア

　2．laciniata（TRAUTV．）MAYR

　　　　　　　①オヒョウニレ　②北海道，本州，九州；中国；朝鮮；カムチャッカ；東シベリア

　3．pumila　LINN．

　　　　　　　①マンシュウニレ　②中国北部；シベリア東部　⑧札幌三国種苗

ＣＥＲＣＩＤＩＰＨＹＬＬＡＣＥＡＥ　カツラ科     

Cercidiphyllun　SIEB．et　ZUCC　カツラ属

　1．japonicum　SIEB．et　ZUCC．

　　　　　　　①カツラ　②日本全域；中国

ＭＡＧＮＯＬＩＡＣＥＡＥ　モクレン科

Magnolia　LINN．　モクレン属

　1．Kobus　DC．

　　　　　　　①コブシ　②日本全域；朝鮮南部

　2．liliflora　DESR

　　　　　　　①モクレン　②中国中部　③岩手林試

　3．odovata　THUNB．

　　　　　　　①ホオノキ　②日本全域；中国

Liriodendron　LINN．ユリノキ属

　1．Tulipifera　LINN.

　　　　　　　①ユリノキ　③北米中部　③岩手林試

ＰＬＡＴＡＮＡＣＥＡＥ　スズカケノキ科

Platanus　LINN． スズカケノキ属

　　　　　　　　①スズカケノキ　②アジア西部；欧州南・東部

ＲＯＳＡＣＥＡＥ　　バ ラ 科     

Spitraea　LINN．　シモツケ属

　1．salicifolia　LINN．

　　　　　　　①ホザキシモツケ　②北海道，本州北・中部　③浅川実験林

prunus　LINN．サクラ属

　1．Jamasakura　SIEB．var．rotundiflora　MIYOSHI

　　　　　　　①マルヤマサクラ　②本州　③東大北演



　2．Sargentii　REHD．

　　　　　　　①エゾヤマザクラ　②北海道，本州中部以北；朝鮮；カラフト　③東大北演，札幌三国種苗

　3．subhirtella　MIQ．var．pendula（MAXIM）TANAKA

　　　　　　　①シダレサクラ　②本州，四国，九州　③岩手林試

　4．yedoensis　MATUSUM．

　　　　　　　①ソメイヨシノ　②北海道の一部，本州，四国，九州；朝鮮　③札幌三国種苗

Sorbus　LINN．ナナカマド属

　1．americana　MARSH．

　　　　　　　①アメリカナナカマド　②北米　③東大北演

　2．commixta　HEDL．

　　　　　　　①ナナカマド　②日本全域　③札幌三国種苗

ＬＥＧＵＭＩＮＯＳＡＥ　マ メ 科     

Maackia　RUPR．et　MAXIM．イヌエンジュ属

　1．amurensis　RUPR．et　MAXIM．var．Buergergeri（MAXIM）　C．K．SCHN

　　　　　　　①イヌエンジュ　②北海道，本州　③浅川実験林

Cytisus　LINN．

　1．purpureus　SCOOP．

　　　　　　　①ベニバナエニシダ　②オーストリア南部；イタリー北部　③岩手林試

　2．scoparius（LINN．）LINK．

　　　　　　　①エニシダ　②欧州中・南部

Lepedeza　MICHX．　ハ ギ 属     

　1．homoloba　NAKAI

　　　　　　　①ツクシハギ　②本州，四国，九州

　2．penduliflora（OUSEMANS）NAKAI

　　　　　　　①ミヤギノハギ　②本州（北陸，中国地方）③岩手林試

Robinia　LINN．ハリエンジュ属

　1．hispida　LINN

　　　　　　　①ハナニセアカシア　②北米南部

　２．Pseudoacacia　LINN．

　　　　　　　①ニセアカシア　②北米

　3．Pseudoacacia　LINN．var．Besesoniana　KIRCH

　　　　　　　①チンタオトゲナシニセアカシア

　4．Pseudoacacia　LINN．var．umbraculifera（DC．）DC．

　　　　　　　①英国トゲナシニセアカシア　②北米　③岩手林試

ＳＩＭＡＲＯＵＢＡＣＥＡＥ　ニガキ科     

Ailanthus　DESF．ニワウルシ属



altissima（MILL．）SWINGLE

　　　　　①ニワウルシ（シンジュ）②中国北部　③札幌三国種苗

ＡＱＵＩＦＯＬＩＡＣＥＡＥ　モチノキ科

Ilex　LINN．モチノキ属

　　1．macropoda　MOQ．

　　　　　　　①アオハダ　②日本全域　③岩手林試

ＣＥＬＡＳＴＲＡＣＥＡＥ　ニシキギ科

Euonymus　LINN．　ニシキギ属

　　1．japonicus　THUNB．

　　　　　　　①マサキ　②日本全域；中国；朝鮮；満州　③浅川実験林

ＡＣＥＲＡＣＥＡＥ　カエデ科     

Acer　LINN．　カエデ属

　Ｉ．japonicum　THUNB．

　　　　　　　①ハウチワカエデ　②北海道，本州

　2．Miyabei　MAXIM．

　　　　　　　①グロビイタヤ　②北海道，本州北部

　3．Mono　MAXIM．

　　　　　　　①イタヤカエデ　②日本全域；中国；朝鮮；満州；カラフト；アムール　③札幌三国種苗

　4．Negundo　LINN．

　　　　　　　①ネグンドカエデ　②北米

　5．palmatum　THUNB．var．Matsumurae（KOIDZ．）MAKINO

　　　　　　　①ヤマモミジ　②日本全域、

　6．saccharum　MIQ．

　　　　　　　①サトウカエデ　②北米東部　③岩手林試

　7．Sieboldianum　MIQ．

　　　　　　　①イタヤメイゲツ　③日本全域

ＨＩＰＰＯＣＡＳＴＡＮＡＣＥＡＥ　　トチノキ科

Aesculus　LINN．トチノキ属

　1．turbinata　BLUME

　　　　　　　　①トチノキ　②日本全域　⑧岩手林試

ＴＩＬＩＡＣＥＡＥ　シナノキ科

Tilia　LINN．　シナノキ属

　1．japonica（MIQ．）SIMOKAI

　　　　　　①シナノキ　②日本全域



　2．Maximowiczana　SHIRSAWA

　　　　　　　①オオバボダイジュ　②北海道，本朝北・中部

ＭＡＬＶＡＣＥＡＥ　アオイ科

Hibiscus　LINN．フヨウ属

　1．syriacus　LINN．

　　　　　　　①ムクゲ　②中国　③浅川実験林

ＧＵＴＴＩＦＥＲＡＥ　オトギリソウ科

Hypericum　LINN．　オトギリソウ属

　1．golioides　LAMB．

　　　　　　　①ホソバキンシバイ　②北米南部　③岩手林試

ＣＯＲＮＡＣＥＡＥ　ミズキ科     

Cornus　LINN．ミズキ属

　1．controversa　HEMSLEY

　　　　　　　①ミズキ　②日本全域；中国；朝鮮

　2．florida　LINN．

　　　　　　①ハナミズキ　②北米全域　③岩手林試

ＥＲＩＣＡＣＥＡＥ　ツツジ科     

Rhododendron　LINN．ツツジ属

　1．Fauriae　FRANCH．．

　　　　　　　①ハクサンシャクナゲ　②北海道，、本州中部以北；朝鮮

　2．indicum（LINN．）SWEET

　　　　　　　①サツキ　②本州関東以西，四国，九州　③浅川実験林

　3．obtusum　PLANCH．f．Benikirishima　KOMATSU

　　　　　　　①ベニキリシマ　②九州霧島　③札幌三国種苗

　4．obtusum　PLANCH．f．Hinodekirishima　KOMATSU

　　　　　　　　①ヒノデキリシマ　②九州霧島　③札幌三国種苗

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＯＬＥＡＣＥＡＥ　モクセイ科

Ligustrum　LINN．　イボタノキ属

　1．Tschonoskii　DECAISNE　var．glabrcens　KOIDZ．

　　　　　　　①エゾイボタ　②北海道，本州

Fosythia　VAHL　レンギョウ属

　　1．koreana　NAKAI

　　　　　　　①チョウセンレンギョウ　②朝鮮

　Syringa　LINN.　ハシドイ属

　　1．reticulata（BLUME）HARA



　　　　　　　①ハシドイ　②日本全域；南千島；朝鮮

　2．vulgaris　LINN．

　　　　　　　①ムラサキハシドイ　③欧州東・南部；バルカン

Fraxinus　LINN．トネリコ属

　1．americana　LINN．

　　　　　　　①アメリカシオジ　②北米東部　③テネシー

　2．mandshurica　RUPR．var．japonica　MAXIM．

　　　　　　　①ヤチダモ　②北海道，本州中部以北；朝鮮；カラフト　③厚岸林務署，浦河林務署，北

　　　　　　　海道林本育種場

　3．pennsylvanica　MARSH．

　　　　　　　①ペンシルバニアトネリコ　②カナダ―フロリダ　③モンタナ

4．Sieboldiana　BLUME

　　　　　　　①アオダモ（コバノトネリコ）②日本全域；南千島；朝鮮　③札幌三国種苗

ＳＣＲＯＰＨＵＬＡＲＩＡＣＥＡＥ　ゴマノハグサ科

Paulownia　SIEB．et　ZUCC．

　1．tomentosa（THUNB．）STEUD．

①キリ　②日本

populus，jugians，castanea 属交雑種

populus　LINN．

　1．alba×sieboldii　H―2

　　　　　　　②日本　③北海道林木育種場

　2．alba×Davidiana

　　　　　　　②日本　③北海道林木育種場

　3．angulata×incrassata　OP－259

　　　　　　　①オックスフォード系 259 号種　②北米　③兵庫林試

　4．Bachelierii　NR－14，L－230

　　　　　　　①　バケリエリ種　②　ドイツ　③　ドイツ

　5．berolinensis

　　　　　　　①ベロリネンシス種　②ドイツ　③北海道林木育種場

　6．carolinensis

　　　　　　　①カロリネンシス種　③王子育研

　7．canadensa-suaveolens

　　　　　　　①栄養雑種　②ソ連　③東大北演

　8．charkowiensis×nigra　caudina　OP－20

　　　　　　　①オックスフォード系 20号種　②北米　③東大北演，兵庫林試

　9．charkowiensis×nigra　caudina　FS－380

　　　　　　　①米山林局系 380 号種　②北米　③東大



　10．charkowiensis×trichoarpa　OP－29

　　　　　　①オックスフォード系 29号種　②北米　③東大北演，兵庫林試

　11．deltoides×nigra　caudina　OP－226

　　　　　　①オックスフォード系 226 号種　②北米　③東大北演，北海道林木育種場

　12．deltoides　virginiana×nigra　caudina　FS－224

　　　　　　①米山林局系224号種　②北米　③東大

　13．deltoides　virginiana×nigra　caudina　FS－228

　　　　　　①米山林局系228号種　②北米　③東大

　14．deltoides　virginiana×nigra　caudina　FS－361

　　　　　　①米山林局系361号種　②北米　③東大

　15．deltoides　virginiana×trichocarpa　FS－350

　　　　　　①米山林局系350号種　②北米　③東大

　16．deltoides　virginiana×trichocarpa　OP－206

　　　　　　①オックスフォード系 206 号種　②北米　③東大北演，兵庫林試

　17．deltoides　‘Wisconsin　5’

　　　　　　①ウイスコンシン 5号種　②北米　③東大

　18．deltoides　I－64／51

　　　　　　①イタリー改良系 64号種　②イタリー　③東大

　19．deltoides　I－72／51

　　　　　　①イタリー改良系 72号種　②イタリー　③東大北演，東大

　20．deltoides　I－77

　　　　　　①イタリー改良系 77号種　②イタリー　③東大

　21．euramericana　cv．‘I－45／51’

　　　　　　①イタリー改良系 45号種　②イタリー　③東大北演，イタリー

　22．euramericana　cv．‘I－154’

　　　　　　①イタリー改良系 154 号種　②イタリー　③王子育研，青森支場，東大

　23．euramericana　cv．‘I－214’

　　　　　　①イタリー改良系 214 号種　②イタリー　③王子育研，北海道林木育種場，東大北演

　　　　　　東大，イタリー

　24．euramericana　cv．‘I－262’

　　　　　　①イタリー改良系 262 号種　②イタリー　③東大，イタリー

　25．euramericana　cv．‘I－455’

　　　　　　①イタリー改良系 455 号種　②イタリー　③王子育研，青森支場，東大，イタリー

　26．euramericana　cv．‘I－476’

　　　　　　①イタリー改良系 476 号種　②イタリー　③東大北演

　27．euramericana　cv．‘I－488’

　　　　　　①イタリー改良系 488 号種　②イタリー　③北見川西種苗

　28．euramericana　cv．‘C.B.D．’



　　　　　　①イタリー改良系 C.B.D．種　②イタリー　③東大

　29．euramericana　cv．‘C.B.Drr．’

　　　　　　①イタリー改良系 C.B.Drr．種　②イタリー　③東大

　30．euramericana　Eckhoff　Nr－2

　　　　　　①エックホフ種　②ドイツ　③北海道林木育種場，東大

　31．euramericana　Füllbrucher

　　　　　　①フュールブラックル種　②ドイツ　③北海道林木育種場，東大

　32．euramericana　Hardwalden

　　　　　　①　ハルトバルデン種　②ドイツ　③北海道林木育種場，東大

　33．euramericana　Purlacher

　　　　　　①　プルラッヘル種　②ドイツ　③北海道林木育種場，東大

　34．eucalyptus　Nr－84

　　　　　　①ユーカリプタス種　②ドイツ　③東大北演，北海道林木育種場，東大

　35．gelrica　LJ－116，H－158，LD－131

　　　　　　①ゲルリカ種　②ドイツ，ベルギー　③東大北演，北海道林木育種場，東大

　36．grandis　LD－5

　　　　　　①グランジス種　②ドイツ　③北海道林木育種場，東大北演

　37．generosa×nigra　Nr－6

　　　　　　①南ドイツ系６号種　②ドイツ　③青森支場，東大

　38．jacometii　LW－42，Nr－24B

　　　　　　①ヤコメッチ種　②ドイツ　③北海道林木育種場，東大

　39．japono-gigas

　　　　　　①巨大種　②日本　③北海道林木育種場，東大北演，青森支場

　40．釜 淵 種     

　　　　　　①釜淵種　②日本　③岩手林試

　41．Leipzing　Nr－82，L－293

　　　　　　①ライプチッヒ種　②ドイツ　③北海道林木育種場，王子育研，　ドイツ

　42．marilandica　LD－23

　　　　　　①メリーランド種　②ドイツ　③北海道林木育種場，東大北演，ドイツ，東大

　43．Maximowiczii×nigra　plantierensis　FS－51

　　　　　　①米山林局系51号種　②北米　③東大

　44．Maximowiczii×nigra　plantierensis　FS－52

　　　　　　①米山林局系52号種　②北米　③東大

　45．Maximowiczii×nigra　plantierensis　Nr－32

　　　　　　①南ドイツ系32号種　②ドイツ　③東大

　46．Maximowiczii×trichocarpa　FS－41

　　　　　　①米山林局系41号種　②北米　③東大



　47．Maximowiczii×trichocarpa　FS－42

　　　　　　①米山林局系42号種　②北米　③東大

　48．Maximowiczii×berolinensis　Nr－31

　　　　　　①南ドイツ系31号種　②ドイツ　③東大

　49．Maximowiczii×nigra

　　　　　　①支場交雑種　②日本　③北海道林木育種場

　50．盛 岡 種     

　　　　　　①盛岡種　②日本　③青森支場

　51．nigra×lauriforia　OP－1

　　　　　　①オックスフォード系１号種　②北米　③東大北演，北海道林木育種場

　52．nigra×trichocarpa　OP－285

　　　　　　①オックスフォード系 285 号種　②北米　③東大北演，兵庫林試

　53．nigra×Maximowiczii

　　　　　　①支場交雑種　②日本　③北海道林木育種場

　54．Oxford

　　　　　　①オックスフォード種　②北米　③東北パルプ

　55．peace

　　　　　　①ピース種　②イギリス　③青森支場

　56．regenerata　Nr－1，L－206g

　　　　　　①レジェネラータ種　②ドイツ　③北海道林木育種場，青森支場，東大，ドイツ

　57．robusta　L－270，LD－156

　　　　　　①ロブスタ種　②ドイツ　③東大北演，北海道林木育種場，ドイツ

　58．Rochester

　　　　　　①ロッチェスター種　③ドイツ　③北海道林木育種場

　59．serotina

　　　　　　①セロチナ種　②ドイツ　③東大北演，北海道林木育種場，青森支場

　60．serotina　aus　England　E－149

　　　　　　①セロチナ種　②ドイツ　③北海道林木育種場

　61．serotina　v．erecta　LD－153　LW－43

　　　　　　①セロチナエレクタ種　②ドイツ　③東大北演，北海道林木育種場

　62．stathgrass　Nr－47

　　　　　　①ストラスグラス種　②ドイツ　③北海道林木育種場

　63．vernirubens

　　　　　　①バーニルーベンス種　②ドイツ　③ドイツ

　64．Wislizenii（S．WATS．）SARG．Nr－19

　　　　　　①ウイスリチェニ種　②ドイツ　⑧北海道林木育種場

　65．w2－Schöck



　　　　　　①東ドイツ改良系２号種　②ドイツ　③北海道林木本育種場

　66．w13‐Schröck

　　　　　　①東ドイツ改良系 13号種　②ドイツ　③北海道林木育種場

　67．w17‐Schröck

　　　　　　①東ドイツ改良系 17号種　②ドイツ　③北海道林木育種場

　68．w18‐Schröck

　　　　　　①東ドイツ改良系 18号種　②ドイツ　③北海道林木育種場

　69．w19‐Schröck

　　　　　　①東ドイツ改良系 19号種　②ドイツ　③東大

　70．w20‐Schröck

　　　　　　①東ドイツ改良系 20号種　②ドイツ　③北海道林木育種場

　71．w22‐Schröck

　　　　　　①東ドイツ改良系 22号種　②ドイツ　③北海道林木育種場

　72．w23‐Schröck

　　　　　　①東ドイツ改良系 23号種　②ドイツ　③東大

　73．w59‐Schröck

　　　　　　①東ドイツ改良系 59号種　②ドイツ　③北海道林木育種場

　74．w60‐Schröck

　　　　　　①東ドイツ改良系 60号種　②ドイツ　③北海道林木育種場

　75．w62‐Schröck

　　　　　　①東ドイツ改良系 62号種　②ドイツ　③北海道林木育種場

　76．w65‐Schröck

　　　　　　①東ドイツ改良系 65号種　②ドイツ　③京大

　77．w67‐Schröck

　　　　　　①東ドイツ改良系 67号種　②ドイツ　③北海道林木育種場

　78．w71‐Schröck

　　　　　　①東ドイツ改良系 71号種　②ドイツ　③北海道林木育種場

　79．w73‐Schröck

　　　　　　①東ドイツ改良系 73号種　②ドイツ　③北海道林木育種場，東大

　80．w74‐Schröck

　　　　　　①東ドイツ改良系 74号種　②ドイツ　③北海道林木育種場

juglans　LINN．

　Regia　LINN　var．orientis　KITAM

　　１．フランケット1 号　　　　　　　　　　　③　長野県竹内クルミ園

　　２．フランケット2 号　　　　　　　　　　　③　長野県竹内クルミ園

　　３．フランケット３号　　　　　　　　　　　③　長野県竹内クルミ園



　　４．フランケット４号　　　　　　　　　　　③　長野県竹内クルミ園

　　５．ユレカ改良１号　　　　　　　　　　　　③　長野県竹内クルミ園

　　６．ユレカ系カシグルミ　　　　　　　　　　③　長野県竹内クルミ園

　　７．手打グルミ　　　　　　　　　　　　　　③　長野県竹内クルミ園

　　８．欧米系岩手グルミ２号～４５号　　　　　③　岩 手 林 試      

Castanea　MILL．

　mollissina　BLUE

　　１．新冠１号　　　　　　　　　　　　　　　③　新冠園芸農場

　　２．新冠２号　　　　　　　　　　　　　　　③　新冠園芸農場

　　３．新冠３号　　　　　　　　　　　　　　　③　新冠園芸農場

　　４．新冠５号　　　　　　　　　　　　　　　③　新冠園芸農場

　　５．新冠７号　　　　　　　　　　　　　　　③　新冠園芸農場

　　６．新冠８号　　　　　　　　　　　　　　　③　新冠園芸農場

　　７．新冠９号　　　　　　　　　　　　　　　③　新冠園芸農場

　　８．天津甘栗　　　　　　　　　　　　　　　③　新冠園芸農場

C．crenata×C．mollissima　or　C．mollissina×C．crenata

　　１．日支交雑六原２号　　　　　　　　　　　③　岩 手 林 試      

　　２．日支交雑六原４号　　　　　　　　　　　③　岩 手 林 試      

　　３．日支交雑六原５号　　　　　　　　　　　③　岩 手 林 試      

　　４．日支交雑六原７号　　　　　　　　　　　③　岩 手 林 試      

　　５．日支交雑六原８号　　　　　　　　　　　③　岩 手 林 試      

　　６．日支交雑六原９号　　　　　　　　　　　③　岩 手 林 試      

　　７．日支交雑六原10号　　　　　　　　　　③　岩 手 林 試      

　　８．日支交雑六原12号　　　　　　　　　　③　岩 手 林 試      

　　９．日支交雑六原13号　　　　　　　　　　③　岩 手 林 試      

　１０．日支交雑六原15号　　　　　　　　　　③　岩 手 林 試      

　１１．日支交雑六原17号　　　　　　　　　　③　岩 手 林 試      

　１２．日支交雑六原19号　　　　　　　　　　③　岩 手 林 試      

　１３．日支交雑六原20号　　　　　　　　　　③　岩 手 林 試      

　１４．日支交雑六原21号　　　　　　　　　　③　岩 手 林 試      

　１５．日支交雑六原22号　　　　　　　　　　③　岩 手 林 試      

　１６．日支交雑六原24号　　　　　　　　　　③　岩 手 林 試      

　１７．日支交雑六原25号　　　　　　　　　　③　岩 手 林 試      

　１８．日支交雑六原26号　　　　　　　　　　③　岩 手 林 試      

　１９．日支交雑六原28号　　　　　　　　　　③　岩 手 林 試      

　20．日支交雑六原 32号　　　　　　　　　　③　岩 手 林 試      ．

　21．日支交雑六原 34号　　　　　　　　　　③　岩 手 林 試      ．



　22．日支交雑六原 36号　　　　　　　　　　③　岩 手 林 試      

　23．四 万 騎 3 号       　　　　　　　　　　　　③　岩 手 林 試      

　24．利 平 栗       　　　　　　　　　　　　③　岩 手 林 試      

　25．兵 庫 5 7 号       　　　　　　　　　　　　③　岩 手 林 試      


