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形態による検索表(Ⅰ)
へ〇一シ○標準和名　　　　　　科名　　　　　大きさ　葉のつき方　と大きさ

2　　クヌギ

3　　クリ

4　　クマシデ

ブナ
ブナ
カバノキ

5　　サワシバ

6　　　イヌシテ

7　　アカシテ

8　　　ミズナラ

9　　　コナラ

カバノキ

カバノキ

カバノキ

ブナ
ブナ

10　　フナ　　　　　　　　　フナ

11　イヌフナ　　　　　　　ブナ

12　　ムクノキ　　　　　　　ニレ

13　　エノキ　　　　　　　　　二レ

14　　ハル二レ　　　　　　　　ニレ

15　　オヒョウ　　　　　　　二レ

16　　ハンノキ　　　　　　　カバノキ

17　　ミズメ　　　　　　　　カバノキ

18　　ケヤキ　　　　　　　　二レ

19　　ヤマハンノキ　　　　　カバノキ

20　　ウワミズザクラ　　　バラ

21　イヌザクラ　　　　　　バラ

22　　マユミ　　　　　　　　ツルウメ

23　　ケンボナシ　　　　　クロウメ

24　　イイギリ　　　　　　　イイギリ

25　　ホオノキ　　　　　　　モクレン

26　　アカメガシワ　　　　トウダイ

27　　ハリギリ　　　　　　　ウコギ

28　　シナノキ　　　　　　　シナノキ

29　　コブシ　　　　　　　モクレン

30　　ミズキ　　　　　　　　ミズキ

31　ヤマナラシ　　　　　　ャナギ

32　　ヤマザクラ　　　　　　バラ

33　　カラスザンショウ　　　ミカン

34　　フジキ　　　　　　　　　マメ

35　　イヌエンジュ　　　　　マメ

36　　ネムノキ　　　　　　　マメ

37　　オ二クルミ　　　　　クルミ

38　クマノミズキ　　　　ミズキ

39　　ヤマポウシ　　　　　　ミズキ

40　　イタヤカエデ　　　　　カエデ

41　カジカエデ　　　　　　カエデ

42　　コハウチワカエデ　　カエデ

木本木本木木本本木本木木本木本赤木舞木本木木本本木木本本木東木本本木木本本木木木本高高嵩高高志高嵩高高高嵩高嵩高嵩高嵩高高嵩高高高嵩高高高嵩高高高高高畠高嵩高高高高
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互生
互生
互生
互生
互生
互生輪生状
互生
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徴特皮樹負皮樹皮封緑の莱形の莱 枝の特徴　　　へ〇一シ◆

酬蛸鞘蛸一蛸蛸蛸蛸蛸l蛸蛸蛸蛸蛸一蛸蛸蛸蛸蛸一蛸蛸蛸蛸 四方に広がる

羽状
羽状

はがれる　　四方に広がる

四方に広がる

はがれる
いぼ状　　　小枝の跡が列状

コルク質発達

サクラ肌　　短枝発達,有臭

雲紋　　　　ジグザク

積痕目玉状
1年積落ちる

縦裂　　　　短枝発達

皮目目立つ　疎い太い根
疎い太い枯

網目状　　　疎い枝そる

太い根
フラクタル状

先端花芽大きい
弓なりそる
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単葉2型あり
掌状葉
心形単葉
単葉
[ロTF≦肖菅

円形　　　　鋸歯　　平滑浅裂　灰白色　　ダイヤ型

単葉　　　　　鋸歯　　平滑　　　茶褐色　　横裂

苔数羽状複葉鋸歯　　平滑　　　灰白色　　刺

喜数羽状複葉全線　　平滑浅裂　帯黄白色
奈数羽状複莞　合縁　　平滑浅裂　里褐色

偶数羽状複葉全線　　平滑浅裂　灰褐色
音数羽状複葉鋸歯　　中裂　　　灰褐色

単葉　　　　　全線　　平滑浅裂　帯赤灰褐色

単葉　　　　　全線　　平滑　　　灰褐色　　雲紋

堂状重　　　　合撮　　平滑　　　　高盟褐fE'

掌状葉　　　鋸歯　　中裂　　　褐色

掌状葉　　　鋸歯　　平滑　　　灰白色

掌状葉　　　鋸歯　　平滑　　　灰白色

掌状葉　　　鋸歯　　平滑　　　灰白色

太い根

太い
先端ジグザク
太い

やや太い



形態による検索表(Ⅰ)
へ○-シ小標準和名　　　　　　科名　　　　　大きさ　薫のつき方　と大きさ

訴訴監禁討訴態臓僻側溝僻僻還傭傭傭慧傭僻欝餅鰍鮒臥御伽御伽嚇一鰍御伽伽43　　メグスリノキ　　　　　カ工デ

43　　ミツデカエデ　　　　　カエデ

44　　コミネカエデ　　　　カエデ

45　　イロハモミジ　　　　　カエデ

45　　オオモミジ　　　　　　カエデ

46　　トチノキ　　　　　　　トチノキ

47　　カツラ　　　　　　　　　カツラ

48　　キハダ　　　　　　　　ミカン

49　　シオジ　　　　　　　　モクセイ

50　　オオバヤシャブシ　　カバノキ

51　ヤシャブシ　　　　　カバノキ

52　　ヤマクワ　　　　　　　クワ

53　リョウブ　　　　　　リョウブ

54　　マメガキ　　　　　　　カキノキ

55　　カマツカ　　　　　　　バラ

56　　アオハダ　　　　　　　モチノキ

57　　エゴノキ　　　　　　　エゴノキ

58　　オオバアサガラ　　　エゴノキ

59　　アワブキ　　　　　　　アワブキ

60　　ハクウンボク　　　　　エゴノキ

61　シラキ　　　　　　　　トウダイグサ

62　　バッコヤナギ　　　　　ヤナギ

63　　7サザクラ　　　　　　フサザクラ

64　　マルバアオダモ　　　　モクセイ

65　　ゴンズイ　　　　　　　ミツバウツギ

66　　チドリノキ　　　　　　カエデ

67　　ウリカエデ　　　　　　カエデ

68　　ウリハタカエデ　　　カエデ

69　　ホソエカエデ　　　　　カエデ

70　　アブラチャン　　　　クスノキ

71　ダンコウバイ　　　　　クスノキ

72　　キブシ　　　　　　　　キブシ

73　　ツノハシバミ　　　　　カバノキ

74　　タンナサワフタギ　　ハイノキ

75　　サワフタギ　　　　　　ハイノキ

76　　マメザクラ　　　　　　バラ

77　　チョウジザクラ　　　　バラ

78　　ウリノキ　　　　　　　ウリノキ

79　　タマアジサイ　　　　　ユキノシタ

80　　イヌザンショウ　　　　ミカン

81　サンショウ　　　　　　ミカン

82　　二ワトコ　　　　　　　スイカスう

83　　ミツバウツギ　　　　　ミツバウツギ

生生生生生生生生生対対対対対対対対対

互生
互生
互生
互生輪生状
互生
互生輪生状

しししししきさ　　　　　　き　　きき大小中中中大中大大中中中中中

互生輪生状　小

L Lささ

互生　　　　小さし

互生
互生輪生状
互生
互生
互生
互生
互生輪生状
互生
対生

生生生生対対対互

互生
互生
互生
互生輪生状
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ききき大大大中中中

大きし

ししき　　　　　　　　　き大中中中中中大中中中

互生輪生状　中

互生　　　　小さい

互生　　　,小さい

互生　　　　大きい

対生　　　　大きい

互生　　　　中

互生　　　　中

対生　　　　大きい

対生　　　　中



葉の形　　　葉の縁　樹皮　　　樹皮色　　樹皮特徴　　根の特徴

歯　　平滑　　　灰褐色

歯　　平滑　　　灰白色

歯　　平滑　　　灰白色

歯　　平滑　　　灰白色

平滑　　　灰□

太い有毛
細い
細い
細い
中くらい

太い冬芽ねぼる
細い短根あり
先端枯れる
太い有毛
光沢ある冬芽
光沢ある冬芽
ジグザグ

平滑　　　灰色

深裂　　　褐色

歯縁歯歯一薗歯歯歯縁

鋸鋸鋸鋸霜鋸全鋸鋸符節鋸鋸鋸全雷鋸低鋸鋸南3小葉
3小葉
掌状葉
掌状葉
掌状葉
掌状葉
円形
音数羽状複葉
音数羽状複葉

雲紋

粗裂　　　灰白色　　軟質

深裂　　　灰白色

434344堂45464748竺505 15253聖55565758聖606 1626364一656 66 768壁707 17273塑7576777879一808 1828

雲紋　　　　弓なりにそる

薄い　　　　短枝発達

浅割　　　　箸根樹皮はがれ

やや太い
右　B)□はが

粉白質　　　触ると白くなる

いぼ状

器　太い根
枯れ葉つく

緑ダイヤ型
緑ダイヤ型

莞芸三吉型か積
光沢なし　　太い積

紙状

サクラ肌

馳純純詳細純縄蒜弼弼弼弼一機弼機弼莞弼機弼弼一隅縄臓縄純一鵬馳縄跳
租不規則
粗不規則
浅裂
平滑
平滑
平滑

黄葉葉菜単単単単

葉菜葉葉単単単単 歯　　平滑

鋸歯　平滑

歯　　平滑

歯　　平滑

疎な根
太い根

太い横大きい芽
若枝枯



50書順目次

標準和名　　　　　　ページ

アオハダ
アカシデ
アカメガシワ

アブラチャン

アワブキ
イイギリ

イタヤカエデ
ィヌエンジュ

イヌザクラ

イヌザンショウ

イヌシデ
イヌブナ
イロハモミジ

ウリカエデ

ウリノキ

ウリハダカエデ

ウワミズザクラ
エゴノキ

エノキ

オオイタヤメイゲツ

オオバアサガラ
オオバヤシャブシ
オオモミジ
オ二クルミ

オヒョウ

カジカエデ
カツラ

カマツカ

カラスザンショウ

キハダ
キブシ
クヌギ

クマシデ
クマノミズキ

クリ

ケヤキ
ケンポナシ
コナラ

コハウチワカエデ

コブシ

コミネカエデ

ゴンズイ

サワシバ
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サンショウ

シオジ
シナノキ

シラキ

タマアジサイ

ダンコウバイ
タンナサワフタギ

チドリノキ

チョウジザクラ

ツノハシバミ

トチノキ
二ワトコ

ネムノキ
ハウチワカエデ

ハクウンボク

バッコヤナギ

ハリギリ

ハル二レ

ハンノキ

フサザクラ
フジキ

ブナ
ホオノキ
ホソエカエデ
マメガキ

マメザクラ

マユミ

マルバアオダモ

ミズキ
ミズナラ
ミズメ

ミツデカエデ

ミツバウツギ
ムクノキ

メクスリノキ

ヤシャブシ

ャマクワ

ヤマザクラ

ヤマナラシ

ャマハンノキ

ヤマボウシ

リョウブ
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作成にあたって

本書は､県で進めている水源の森林づくり事業にともなう広葉樹林調査

に際し､正確に樹種名が判別できるように作られたものです｡

1扱った樹種

県内に自生する300余種の広葉樹のうちから､ ｢水源の森林エリア｣内で

よく見られる樹種を中心に86種を集めてあります｡このため､県内の低

標高地域に多いシイやタブなどは､本書では取り上げていません｡また､

掲載樹種については､落葉期に判別できるように樹皮や冬枝芽を載せると

ともに､樹木管理上必要な項目(管理基準)についても記載しています｡
*枝冬芽のイラストは広沢毅氏による

2　管理基準

ko,0.Tm
生育地の標高

旧
高木､低木

幹軸の傾く傾向

r遜+･･与･

性

左:苗木で入手可能

石:現地採取

左:葉身の長さの範囲

右:葉柄の長さの範囲

耐陰性があるか　　　　　　葉柄

広葉樹を判別することによって､その特性に合わせた管理に心がけ､多

彩で活力ある広葉樹林を保全再生するために本書を役立てていただければ

幸いです｡

自然環境保全センター所長　　石田哲夫

水源の森林推進課課長　　桐生　晃



2

クヌギ(ブナ科　コナラ属)

樹皮は黒みを帯び粗渋｡根は分権

し太い｡葉は長くクリと似るが､葉

脈は粗い｡鋸歯の先端は葉緑素が

なく白い｡列状に植えられている

ことが多く､注意していると植栽

される樹種ということがわかる｡

里山に多く､奥山にはない｡まれ

にアベマキが見られるがこれは葉

の嚢に星状毛があり白い｡萌芽性

は大変高く5 0年生の個体でもほ

とんど萌芽する｡幹軸は傾かない｡

柄葉

葉の形と結実状況
0-SO虎

管理基準　　　　　樹皮(成木)

.?I ･1　∴

rT.TL/ :･..ト.I.軒1.,I-

全景
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クリ　(ブナ科クリ属)

-翫ダイ

㌧軒扉胞ヂ

全景

樹皮はクヌギに比べやわ

らかい､やや平滑｡積の

出方が遣う｡クヌギは積

の先端に冬芽が集まるた

め横が線香花火のように

分積する｡一方クリでは

冬芽が比較的均等につく

ため枝が端正に伸びる｡

葉の縁　　左クヌギ

樹皮(成木) 管理基準　　　　葉柄
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クマシデ(カバノキ科クマシデ属)

葉は典型的な形をしてお

り側脈は16から18対∴元

は円脚｡樹皮は皮目が目

立つ｡直径20cm位で

小高木｡イヌシデ､アカ

シデは高木性｡サワシバ

はクマシデよりも大き

い｡

柄葉 管理基準

∵∵∵

枝･冬芽　　　結実状況

樹皮(成木)
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サワシバ(カバノキ科クマシデ属)

葉はクマシデよりも大き

く基部は心脚｡奥山のサ

ワ沿いに多い｡樹皮はク

マシデと似るが皮目が

はっきりしている｡果穂

はクマシデよりも細くて

大きい｡

結実状況　　　枝･冬芽

樹皮(成木)　　　　　管理基準 葉柄
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イヌシデ(カバノキ科クマシデ属)

葉はクマシデよりも小さ

く卵形｡側脈は12-15対､

下面脈上に毛がある｡里

山地帯ではこの属の中で

もっとも普通｡若い積に

毛がある｡樹皮は平滑で

白い｡果穂は他種に比べ

貧弱｡

柄葉 管理基準　　　　　樹皮(成木)
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アカシデ(カバノキ科クマシデ属)

根　･　冬芽

全景

イヌシデより乾燥地に生

える傾向がある｡成葉は

無毛で側脈は9-15対｡県

産のこの属では一番小

型｡桟も細い｡樹皮はイ

ヌシデと似て平滑､やや

褐色を帯びる｡紅葉は

赤､イヌシデは黄色｡

樹皮(成木) 管理基準 葉柄
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ミズナラ(ブナ科　コナラ属)

葉は葉柄がない､あるい

は極端に短いことが特

徴｡葉の鋸歯が大きい｡

樹皮は古くなると白く

剥がれ落ちる｡コナラは

粗く割れる｡標高の高い

ところに生え､低地生の

コナラと一部混生｡

柄葉

特徴(積の分岐)

管理基準　　　　　樹皮(成木)
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コナラ(ブナ科　コナラ属)

葉は1cmほどの葉柄があ

る｡葉はミズナラに比べ

ると小さく鋸歯も小さ

い｡樹皮は多型であるが

平均的なものは､やや浅

い溝と平坦な面があり､

白色を帯びる｡クヌギは

暗色で平坦面がない｡

樹皮(成木)　　　管理基準 葉書
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ブナ(ブナ科　ブナ属)

樹皮は灰白色､地衣類な

どが着生することでまだ

らになっている.葉はイ

ヌブナに比べて側脈数は

7-11で少なく葉は厚い｡

幹は単立である｡標高

700m以上に生育する｡

.7･一･... ････f

枝･冬芽

柄葉 管理基準 樹皮(成木) 全景
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イヌブナ(ブナ科　ブナ属)

♂＼

Ⅴ㌔

-モr　-

＼＼竃転｣.

-1＼

#d-#/ ｢1/照付楓緑醐酬類閣車

樹皮は黒味を帯び皮目が

目立ち租渋｡葉はブナよ

り薄く､歯の側脈数は10-

14対｡秋には見られない

が夏までは葉の裏側脈上

に長い毛が見られる｡種

子も小さい｡根元にひこ

ぼえが見られる｡

樹皮(若木) 葉柄
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ムクノキ(二レ科　ムクノキ属)

葉は卵形あるいは長楕

円形､鋸歯は粗く目立

つ｡秋に黄葉する｡樹皮

は白く平滑｡縦の縞があ

る｡古くなると縦にさけ

て剥がれ落ちる｡ケヤ

キ､エノキと混生する｡

果実は鳥が運ぶ｡

柄葉

'りー　..　　8.,

L FI.

･･,14,　･I I

管理基準　　　　　樹皮(若木)
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エノキ(二レ科　エノキ属)

葉は卵形あるいは長楕

円形､鋸歯は上半部に

あって低く目立たない｡

表面に光沢がある｡赤い

実がなる｡黄葉する｡樹

皮は灰白､表面は平滑で

はあるがざらつく｡海岸

から山地まで広く分布｡

全景 樹皮(若木)　　　　　管理基準 葉柄
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ハル二レ　(二レ科　二レ属)

葉は卵形あるいは長楕

円形､重鋸歯､表面は著

しくざらつき､光沢がな

い｡黄葉する｡枝にはし

ばしばコルク質の翼が

でる｡樹皮は茶褐色､粗

い｡しめった場所に多く

渓流の周辺に生える｡

t t･r

rLt･･:　,1　･･

奄､､▲　F p.

柄葉

+1･. ･･･:･=･.qirl L･･･ -3--A-l&･-e:･･=:=･1･

管理基準　　　　　樹皮(成木)

ト.HtMr
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結実状況
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オヒョウ(二レ科　二レ属)

＼

;･  ･†
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頂考
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ハルニレに似る｡葉は卵

形あるいは長楕円形､重

鋸歯､表面は著しくざら

つき､光沢がない｡先端

3-5先裂｡樹皮は若木で

は紫色を帯びた茶､成木

では茶褐色で粗い｡ハル

二レと混生｡

樹皮(若木) 管理基準 葉柄
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ハンノキ(カバノキ科　ハンノキ属)

葉は長楕円形､低い鋸歯

がある｡サクラの葉に似

るが葉質が厚いこと､葉

脚に蜜腺がないことで区

別｡樹皮は茶褐色､粗く

サクラとは違う｡果序は

マツカサ状｡水が停滞す　左:裏､右:秦

る湿地周辺に多い｡

葉の形　　　　　　　枝･冬芽

柄葉 管理基準　　　　　樹皮(成木) 全景
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ミズメ　(カバノキ科　カバノキ属)

･41･･　　ハJi･.

でil

S｡･;
iJ～･粥

i ･レ･. I

葉は卵形､重鋸歯､黄葉す

る｡若横は光沢があり､折

るとサロメチール様の香

りがする｡樹皮も同じ香

りがする｡樹皮は白いサ

クラ状で横に長い皮目が

目立つ｡乾燥地､岩場に多

い｡

結実状況

樹皮(若木)　　　管理基準 葉柄
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ケヤキ(二レ科　ケヤキ属)

葉は長楕円形､葉脚は左

右いびつ｡赤一黄葉す

る｡果実のなる枝(短枝)

の葉は著しく小さい｡樹

皮は若い個体では灰白色

平滑､皮目は目立つ｡成

木では雲文状､帯状には

柄葉

根･冬芽

管理基準　　　　　樹皮(若木) 樹皮(成木)
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ヤマハンノキ(カバノキ科　ハンノキ属)

葉は卵形あるいは長楕円

形､表面は光沢がない､

裏面は灰白色｡暗緑色の

まま落葉する｡樹皮は茶

褐色､平滑｡桟の痕が目

玉状にでる｡崩壊地に多

く､植栽あるいは播種に

よる場合が多い｡

樹皮(成木)　　　　　管理基準 葉柄
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ウワミズザクラ(バラ科　サクラ属)

葉は長楕円形｡秋にはオ

レンジ色となり落葉す

る｡花は白で集まって穂

状となる｡樹皮は暗茶褐

色､平滑､しばしば光沢

がある｡ 1年枝が落ちた

痕が横に残る｡また落ち

た横が地面に見られる｡

柄葉 管理基準 樹皮(若木)　　　　　全景
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イヌザクラ(バラ科　サクラ属)

芽冬積

.-4,-.

度イ/
ぶ慮阿川りノー′

一･且り〆

-▲　/

.章.

葉は楕円形､明るい緑｡縁

が波打つ｡花は穂状で黄

色みを帯びやや直立｡樹

皮は灰褐色､比較的平滑｡

山地ではこの樹皮が目立

つ｡ウワミズザクラとし

ばしば混生するが､より

乾燥地に生える｡

全景　　　　樹皮(成木) 管理基準 葉柄
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マユミ　(二シキギ科　二シキギ属)

葉は長楕円形､表面は少

し光沢｡葉は対生あるい

は互生｡紅葉し美しい｡

樹皮は灰褐色､平滑､浅

く割れる｡尾根等の乾燥

地に多い｡鳥による種子

散布であちこちで見かけ

る｡

柄葉 管理基準

S

∴

＼寸

■　　　一　　　　　､- .

磨戚併/　　虐冒

1,･:･p

樹皮(成木)　　　結実状況
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ケンポナシ(クロウメモドキ科　ケンポナシ属)

や､　ぐ

､＼

1 ～∴も､
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葉は卵形､長い葉柄があ

り､暗緑色のまま落葉す

る｡樹皮は茶褐色､割れ

が目立つ｡なじみがない

樹種だが､しめった場所

にケヤキと混生｡果実は

果托が肥厚して独特の形

をしている｡

全景

i‖･〃闇

tyr

也

樹皮(成木)　　　　管理基準 葉柄
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イイギリ　(イイギリ科　イイギリ属)

葉は卵形､基部は心型､

裏面は灰白色｡褐色に

なって落葉する｡葉柄は

長い｡樹皮は白褐色､平

滑､皮目が目立つ｡枝は

疎ら｡雌雄異株｡雌株は

赤い実を枝いっぱいに着

ける｡

枝･冬芽　　　　　特徴

柄葉 管理基準 樹皮(成木)　　　結実状況
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ホオノキ(モクレン科　モクレン属)

/声上汐

ヽ.--一
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根･冬芽

葉は卵形あるいは長楕円

形､緑は全線｡表面は光

沢がない､裏面は白色｡

風で遠くからでも目立

つ｡暗緑色のまま落葉す

る｡樹皮は白褐色､平滑｡

枝は疎ら｡地面に落ちた

落葉は冬に目立つ｡

全景　　　　樹皮(成木) 管理基準 丙
⊥▲1

葉身は20-40cm葉
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アカメガシワ

葉は卵形､先端尖る｡基

部は円型､表面は光沢が

ない裏面は淡緑色｡黄葉

する｡葉柄は長い｡樹皮

は灰褐色､平滑､網目模

様がある｡根は疎ら｡雌

雄異株｡森林の縁､伐採

跡地に多い｡

柄葉 管理基準

(トウダイグサ科　アカメガシワ属)

樹皮(若木) 全景
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ハリギリ　(ウコギ科　ハリギリ属)

ー｣

o　｢

葉は掌状､長い柄があ

る｡一見カエデに似るが

互生する｡光沢はない｡

葉柄は長い｡横は太く疎

らで刺がある｡樹皮は暗

褐色､深い割れ目があ

る｡葉は黄色くなるが後

褐色となって落葉｡

樹皮(成木)　　　　管理基準 葉柄
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シナノキ(シナノキ科　シナノキ属)

葉は心臓型､基部は心型

であるが､左右いびつ｡

先端は尖る｡表面は光沢

がない｡裏面は淡緑色｡

葉柄は長い｡若い枝は褐

色｡樹皮は灰白色､平滑､

浅く割れる｡所々に大木

が残る｡

柄葉 管理基準 樹皮(若木)

/;Ij9-tr..

＼fjP6!/
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コブシ(モクレン科　モクレン属)

IH.. I Z.:.:,薗

葉は倒卵形､基部はくさ

び形､表面はやや光沢が

ある｡裏面は淡緑色｡根

を折るとよい香りがす

る｡樹皮は灰色､平滑｡枝

はやや太く冬芽は大きく

白い毛で覆われる｡し

めった場所に多い｡

樹皮(成木)　　　　　管理基準 葉柄
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ミズキ(ミズキ科　ミズキ属)

柄葉 管理基準 全景
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ヤマナラシ(ヤナギ科　ハコヤナギ属)

葉は広い円形､基部は円

型､裏面は灰白色､有毛｡

葉の下部に腺点がある｡

樹皮は灰褐色､平滑､皮

目が菱形で目立つ｡葉は

硬く風が吹くと書がす

る｡乾燥する痩せ地に多

い｡根で新個体を作る｡

樹皮(若木) 管理基準 葉柄
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ヤマザクラ(バラ科　サクラ属)

葉は楕円形､基部は円

型､裏面は粉白色｡ソメ

イヨシノ､カスミザクラ

では淡緑色｡共に葉柄上

部に腺点がある｡樹皮は

褐色､平滑､皮目が目立

つ｡風が吹かないと樹皮

に光沢はなく租渋｡

柄葉

∴

管理基準　　　　　樹皮(若木)

折は畠匪〟=℃嵐円い.AT;｣

全景



33

カラスザンショウ(ミカン科　イヌザンショウ属)

I--.-.... I描　.

しノ　　て

-う~も　やこ土を予叫･"

汁やLiた守宮
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?i､T'7.I

枝･冬芽

葉は大型､音数羽状複葉､

裏面は粉白色｡黒褐色に

なってバラバラになって

落葉する｡樹皮は白褐色､

平滑､個体によっては刺

が大きく目立つ｡積は疎

ら｡暖地に多いが､丹沢山

地にも｡

樹皮(若木)　　　葉の形と実

樹皮(成木)　　　　管理基準 丙

葉身は30-80cm封
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フジキ(マメ科　フジキ属)

葉はフジの葉に似る｡寄

数羽状複葉｡小葉は全線

9-13｡裏面は淡緑色｡樹

皮は灰白色､平滑｡花は

白色で穂状｡県内所々に

生えるが少ない｡ナン

ジャモンジャ､イクノキ

ともいわれる｡

柄葉

枝･冬芽

管理基準　　　　　樹皮(成木)

′建イ
∵　∴ ･㍉
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イヌ工ンジュ(マメ科　イヌエンジュ属)

-こ一､へ　∴1--　-.JJ･
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葉は音数羽状複葉｡小葉

は楕円形7-11､全線｡基

部は円型､裏面は粉白色｡

樹皮は褐色､平滑､光沢が

ある｡なれると樹皮だけ

で他種と区別できる｡枝

を折ると独特の生臭さが

ある｡

0-SOLE

を--- ::貴
全景　　　　樹皮(成木)　　　　管理基準 丙

葉身は20-30cm剰
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ネムノキ(マメ科　ネムノキ属)

春の出葉が遅いためネム

ノキの名が付いた｡積の

先がジグザグになること

が特徴｡葉は複葉で､小

葉は小さい､先端に小葉

はなく偶数になる｡花は

房状でピンク､夏に咲

く｡実はマメ状｡

葉身は20-30cm

柄葉 管理基準　　　　　樹皮(成木)

.･･････ ････ ･･{'

●
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オ二グルミ(クルミ科クルミ属)

積は太い｡葉の落ちたあ

とは目立つ｡沢沿いに多

い｡葉は大型で毛が多

い｡い実は房状に下が

る｡有毛｡ 9月に熟し落

ちる｡大型｡ひも状に垂

れ下がるサワクルミは高

海抜地に生える｡

0-SOB

樹皮(成木)　　　　管理基準 丙
･*

棄身は50-70cm葉
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クマノミズキ(ミズキ科　ミズキ属)

葉は対生｡似たミズキと

はこれが識別ポイント｡

花期はミズキより遅く黄

色みを帯び､花序は整形

にならない｡幹は平滑､

緑色を帯びた灰褐色で独

特､これでミズキを区別

できる｡

葉の形と結実状況

柄葉 管理基準

積　･　冬芽

■■■lー

全景
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ヤマボウシ(ミズキ科　ミズキ属)

横が対生､短積の先端に

2枚の葉がついているこ

とが多い｡果実は赤い球

形で集合果｡冬芽は黒褐

色｡樹皮は褐色でまだら

にはがれる｡乾燥する尾

根などに多く､ 6月の開

花が美しい｡

全景 樹皮(成木)　　　　管理基準 葉柄
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イタヤカエデ(カエデ科　カエデ属)

葉は全線｡幹は平滑で帯

紫色｡葉は5-7裂｡山地

生で浅裂するオ二イタ

ヤ､低地生で中裂するイ

タヤカエデ､若時に深裂

するエンコウカエデ､ 7-

9裂するモトゲイタヤが

あるが､細分は不要｡

葉の形(浅裂型)

柄葉

エンコウカエデ

(深裂型)

管理基準　　　　　樹皮(成木)

.JJl.　'.:.,

根･冬芽

全景
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カジカエデ(カエデ科　カエデ属)

葉は荒々しく有毛｡葉の

表面は光沢はない｡縁は

鋸歯が目立たない｡ 5中

裂｡葉柄は長い｡樹皮は

灰褐色､平滑､古くなる

とはがれ落ちる｡花は赤

色で目立つ｡山地に生え

る｡

樹皮(成木)　　　　管理基準 葉柄
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コハウチワカ工デ(カエデ科カエデ属)

掌状葉｡ 7-11裂､直径5-

8cm｡葉柄は有毛｡裏面は

脈状に毛｡各種とも標高

800m以上に多い｡
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メグスリノキ(カエデ科カエデ属)

葉は荒々しく有毛｡独特

の形で容易に区別でき

る｡標高500m以上に多

い｡

葉柄
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コミネカエデ(カエデ科　カエデ属)

葉は軟質で5裂｡先端は

のびる｡縁は不揃いの重

鋸歯｡枝は細い｡先端が

尾状に尖るのは県産カエ

デ頬種では本種がもっと

も特徴的｡

柄葉 管理基準

ー叫1.:
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樹皮(成木)

芽頂

TJl特雷醐‥･

全景
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イロハモミジ(カエデ科　カエデ属)

全景　　　　樹皮(成木)

葉は5-7裂､直径3-6cm

小型｡裂片基部に隙間が

ある｡鋸歯は不揃い｡

オオモミジ

7(9)裂､ 7-11cm大型｡裂

片基部に隙間がない｡鋸

歯がそろう｡

イロハモミジの葉の形

管理基準 葉柄
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トチノキ

葉は掌状､小葉は5-7裂

緑は鋸歯がある｡ホオノ

キは単葉であるが輪生状

に着くので間違いやす

い｡葉は全線で裏が白い

ので容易に区別できる｡

樹皮は古くなると雲紋状

に割れる｡

葉身は20-35cm葉

丙
Hh…‖

管理基準

(トチノキ科　トチノキ属)
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カツラ
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(カツラ科　カツラ属)

T. ･　1.一_ド

紬器絹‥L
ノー11

LI･

1㌔ヽ-

I.･T..-.J TJ

〆㌔　担

ハ小.

葉は対生で円形｡幹は浅

く割れ灰白色｡秋に葉が

黄色く落葉すると砂糖を

焦がしたような甘い香り
十欄　がする｡また､根元から

I. .

ひこぼえがたくさんでた

り､株立ち状態になるこ

とが特徴｡

樹皮(若木)　　　　管理基準 葉柄
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キハダ

葉は寄数羽状複葉､小葉

は7-13全線｡幹は浅く割

れ灰白色､さわると暖か

い｡内皮は鮮やかな黄

色｡葉は5-7裂､さわる

と異臭がする｡頂芽が枯

れるため曲がって育つ性

質がある｡雌雄異株｡

(ミカン科　キハダ属)

/･ ｢　∵

滋野--

I.,Fj..fLm･).I

葉の形と結実状況

葉身は20-40-m葉

丙
Hh仙‖

管理基準

派....,･p'Jt :JJ,'1こ..,

-且撃　‰＼･

特徴(黄色の樹皮)

樹皮(若木)　　樹皮(成木)
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シオジ　(モクセイ科トネリコ属)

結実状況

全景

解

か
上

枝･冬芽

葉は対生｡葉は寄数羽状

複葉､小葉は7-11､細か

い鋸歯がある｡幹は浅く

割れ灰白色｡雌雄異株｡果

実は枝の先端につき翼果

となる｡サワクルミが似

ているが互生であり､枝

の出方を注意すれば区別

できる

管理基準

薫身は25-35cm
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オオバヤシャブシ(カバノキ科ハンノキ属)

葉は卵形､側脈は12-16

対.6-12cm､ほとんど無

毛､はっきりした鋸歯が

ある｡枝は太い｡幹は浅

く割れ茶褐色｡桟を折る

と香りがある｡海岸生で

あるが､山地にも見られ

る｡冬芽は大きく粘る｡

柄葉 管理基準

鯨㌢欄/,
ん･LT.I-41/a

::-.

枝･冬芽

全景



51

ヤシヤブシ(カバノキ科　ハンノキ属)

樹皮(若木)

葉は狭卵形｡側脈は13-

17対｡葉の長さは4-

10cm｡成業は毛は少な

い｡本県に多いミヤマヤ

シャブシ(写真下)では

若枝､葉とも毛が多い｡

管理基準 葉柄



52

ヤマクワ　(クワ科クワ属)

葉は形が様々｡若い個体

や萌芽積では切れ込みが

深い｡冬芽を覚えるのが

確実､また枝はくねくね

と曲がっており､これも

特徴｡樹皮は古くなると

黒褐色となる｡しめった

場所には多い｡

葉の形(広葉型)

柄葉

.丁ュrff　-

-ゝ/ー{　ちtj/

葉の形(切れ込み型

管理基準　　　　　樹皮(成木)

∫-～　　ト　　　　1･
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リョウブ(リョウブ科　りヨウブ属)

二:/;i

葉は枝先に輪生状に集ま

る傾向がある｡葉の線に

ある鋸歯は特徴的｡樹皮

はまだら模様となる｡神

奈川県で樹皮がまだらに

なる種はりヨウブのほか

ヤマボウシ､ヒメシャラ

･攣　　　類｡

管理基準 葉柄
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マメガキ

葉は互生で光沢があり古

くなるとオリーブグリー

ンになって落葉する｡赤

くならない｡葉の縁は全

線｡枝は光沢があって明

るい褐色｡折れやすい｡

小型の実が鈴なりにな

る｡

(カキノキ科 カキ属)

特徴
`し

//r■
/∫/  1

柄葉 管理基準

軒川｡ガ用:.

∧pr

∵;I.;∫:Jr　や,

ー′--1-/
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カマツカ　(バラ科　カマツカ属)

4号SJI---<F

全景

葉は卵形で先端が尖る｡

葉の縁にある鋸歯ははっ

きりしている｡積の各所

に短枝(写真下)が付く

ことが特徴｡実は赤く目

立つ｡樹皮は灰白色で平

滑､所々ネ麦の巻き込んだ

こぶがある｡

根･冬芽　　　　　　葉の形

0-30丘

樹皮　　　　　　　　管理基準 葉柄
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アオハダ(モチノキ科　モチノキ属)

葉は輪生状､互生｡明る

い緑色､葉質は薄い｡鋸

歯は特徴がある｡枝は白

色､樹皮も灰白色｡短枝

が特に長くなるのが今寺

徴｡雌雄異株､小型の実

が鈴なりになる｡樹皮は

薄くはがすと中が緑色｡

葉の形と結実状況

柄葉 管理基準　　　　　樹皮(成木)　　　全景
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エゴノキ　(エゴノキ科　エゴノキ属)

-･S;悔軒IL揮rI席　1㌧=･t7

ノ〝ガV.　　　　　　　　e糾し

葉は互生で光沢がない｡

:号､　　　若い枝では樹皮がはがれ

落ちることが特徴｡同じ

仲間のハクウンボクも同

様｡樹皮は黒褐色で平滑

あるいは浅く割れる｡深

山に大木があるので注

意｡

全景　　　　　樹皮(若木)　　　　管理基準 葉柄
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オオバアサガラ

葉は互生で薄い｡明るい

緑｡枝は淡黄色で先端の

芽が目立つ｡樹皮は灰白

色で浅い割れ目がある｡

積は折れやすく､寿命も

短い｡沢沿いに多く､川

原や伐採跡地のような明

るい場所に生える｡

柄葉 管理基準

(エゴノキ科　アサガラ属)

根･冬芽　　　　　　全景

樹皮(若木)　　樹皮(成木)
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アワブキ(アワブキ科　アワブキ属)

汗∴し･,.,

/　1,.I.

.)I.

魚irJP　′　　　箪

･､一ヽ.)

1-

竜∵‖巨㌣湖　西日日)

積

良_卓. :L

ご千､も･

.㌔エゴ･
t Tq-

▲･･  ･

-,i.-

葉はやや厚く葉脈が目立

つ､やや暗い沢沿いに多

く生える｡花は緑黄色｡樹

皮は平滑で黒褐色｡大き

な冬芽が特徴｡ヤマウル

シやヌルデに似る｡枝を

燃やすと切り口からアワ

を吹く｡

全景　　　　　　樹皮　　　　　　　管理基準 葉柄
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ハクウンボク

葉は互生で大型｡葉の形

が亀の甲羅に似て特徴

的｡花は白色で大型房状

につく｡樹皮は灰白色で

平滑､浅い割れ目があ

る｡枝は太く疎ら､若い

積にエゴノキのように樹

皮の一部がはがれる｡

柄葉 管理基準

(エゴノキ科　エゴノキ属)

･dI

･-　→､

･謹　..ttjf蠍J
･up;　:..Ij. ･･1...I A..

■

/S

･ー7

＼　J　-トtt一.r戦車工
-V:d･.fL4 7･-lノ=

㍗ノ噂ノ 強腰糟

樹皮(成木)
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シラキ　(トウダイグサ科　シラキ属)

･断､

r- ･ih　心　嘩-,潤

5

i I/

ギr叫　ノ

ノ虜

.l　　　　■ロ
/.′㌔ JIJは･iJ｢

†1.

､日摘　ZL

.

lA

∴ノ

枝を折ると生臭いにおい

がする｡葉は互生で薄

い｡縁は全線､表面は光

沢がある｡枝は淡黄色｡

樹皮は白色で手で触ると

白い粉がつく｡岩場､尾

根などに生える｡秋の紅

葉は美しい｡

管理基準 葉柄



62

バッコヤナギ(ヤナギ科　ヤナギ属)

湿った沢沿いに生える｡

葉の表面は光沢があり､

裏面は白色｡低木から小

高木｡枝はやや太く淡黄

色､冬芽が赤く目立つ｡

樹皮は灰白色で浅い割れ

目がある｡枝の皮をむく

と隆起線が見られる｡

/嘉い
､＼.　r′l＼　　＼

I　　　｢J･/- I/I.ノノ′Ci.

葉の形　　　　　特徴(隆起線)

柄葉 管理基準 木

ノノ

Yu

rんチ

.tLIタ

了.

′

TL.

91. -;...

全景
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フサザクラ

′う

湖刑闘闇腎

積･冬芽

(フサザクラ科　フサザクラ属)

霧
..ケ′ ･;, I

葉は互生で先端はとが

る｡冬芽は黒く光沢があ

る｡果実は薄い鱗片状で

群がって着く｡冬に枝に

残っておりよい特徴｡沢

沿いの氾濫した場所など

に多く生育地は特徴的､

樹皮は明るい茶色｡

樹皮(成木)　　　　管理基準 葉柄
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マルバアオダモ(モクセイ科トネリコ属)

葉は対生で音数羽状複

葉｡小葉の縁は低い鋸歯

(マルバアオダモ)や

はっきりした鋸歯(アラ

ゲアオダモ)がある｡冬

芽も特徴｡樹皮は灰白色

で平滑｡雌雄異株､雄花

は白く美しい｡

葉の形(マルバアオダモ)

柄葉

r･乃′1.-

～･

..h汐-･. :･JYl㌧

二~三二=-_L三一一号

管理基準　　　　　樹皮(若木)

枝･冬芽

全景
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ゴンズイ　(ミツバウツギ科　ゴンズイ属)

角

∴､ ･∴.

j.i.i

結実状況

葉は音数羽状複葉｡小葉

は濃い緑色で光沢があ

る｡樹皮は平滑で縦にま

だら模様となる｡樹皮を

覚えると区別は容易｡秋

に赤い果実をつける｡果

皮が裂け中から光沢のあ

る黒い実がのぞく｡

管理基準 葉柄
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チドリノキ　(カエデ科　カエデ属)

葉は対生することが特

徴､カエデの葉型になら

ない｡クマシデ(互生)に

似るが先端が長くとが

る｡落葉期にも枯れ葉が

積に着いている｡沢沿い

の湿ったやや暗い場所に

生える｡

柄葉

覇調招

ノltl:　1-′　折.

｢Ll;′･=-メ

万∵　∴二㌧

:i.::.　　　･:

=･

･･jjF∵　∵

管理基準　　　　　樹皮(成木) 特徴
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ウリカエデ(カエデ科　カエデ属)

′♂′〟

LuⅣEiJ

ノ>′

根･冬芽

樹皮(若木)

葉は緑色で切れ込みが少

ない｡若い個体の樹皮は

緑色､成木では灰白色｡

葉の形は若い個体と成木

で形がやや異なる｡横は

カエデ類中ではやや太

い｡明るい林､尾根､林

の縁に生える｡

結実状況

管理基準 葉柄
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ウリハダカエデ(カエデ科　カエデ属)

葉は浅く5裂､葉質はや

や厚い｡明るい黄みを帯

びた緑｡葉の裏脈状に赤

い毛がある｡枝は太く緑

色｡樹皮は若木では緑､

成木では灰白色で浅い割

れ目がある｡ウリカエデ

は葉の質が薄い｡

柄葉 管理基準　　　　　樹皮(若木) 全景
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ホソエカエデ(カエデ科　カエデ属)

･=薄-冒:I:･･:-yTi;-･肖II∴働- I,1

/,tL卜＼､

･㌧

ウリハダカエデに似る｡

神奈川県の山地では本種

が多い｡葉はウリハダカ

エデよりやや薄い｡裏面

は粉白状｡葉脈の分岐が

水かき状になる｡無毛｡

葉柄が鮮やかな赤色に

なっているのが特徴｡

全景　　　　樹皮(成木)　　　　管理基準 葉柄
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アブラチャン

葉は薄く柔らかい､緑は

全線｡葉柄は赤色で目立

つ｡根は細い､先端が赤

色｡樹皮は成木では赤褐

色で平滑｡耐陰性は強

く､スギの林内にも生え

る｡神奈川県内でもっと

も普通種｡果実は球形｡
･_ 1.

柄葉 管理基準

(クスノキ科　シログモ属)

根･冬芽　　　　　特徴

樹皮(成木)　　　結実状況
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ダンコウバイ　(クスノキ科クロモジ属)

--』判m-Hn脇-川副…=齢
｢ィ--ー′

∵∵

枝･冬芽　　　樹皮

葉はやや厚く大きい｡縁

は全線､上半部に浅い3

裂の切れ込みがあるかま

たはない｡積は疎い｡樹

皮は灰褐色で平滑｡尾根

やがけの縁といった乾燥

地に生える｡傾きやす

い｡

管理基準 葉柄



72

キブシ(キブシ科　キブシ属)

葉はサクラの葉に似る

が､蜜線がない｡桟は徒

長する｡林の縁や明るい

場所に生える｡幹は傾き

やすく､株立ち状態にな

る｡春の花は黄色く房状

で特徴的｡実は小型のブ

ドウの房状｡

柄葉

だ/

′ノ,3

･Il

枝　･　冬芽

管理基準　　　　　樹皮(成木) 結実状況
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ツノハシバミ

一　　　　-

t q rt

雌雄花　　　枝

結実状況

ltL-1

(カバノキ科　ハシバミ属)

iヽ･:　L

∴･

-　一

句蘇

-･モ禄声､

訓.　E･

､r　7　1

葉はやや厚い､全体に硬

い毛があり､さわると痛

がゆい｡樹皮は平滑で白

い｡岩場､明るい乾燥地

や林の縁に生える｡果実

は壷型で類種はなく特徴

的｡葉も中央部に赤色の

斑紋があり特徴的｡

管理基準 葉柄
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タンナサワフタギ(ハイノキ科　サワフタギ属)

葉はやや厚く硬い､縁に

ははっきりした鋸歯があ

る｡根は太く密につく｡

樹皮は成木では白色で平

滑､樹皮は白くはがれ落

ち見わけやすい｡林内に

生育するが､林の縁にも

生える｡

左:タンナサワフタギ　右:サワフタギ

柄葉 管理基準　　　　　樹皮(若木)　　　全景
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サワフタギ(ハイノキ科　サワフタギ属)

タンナサワフタギに似る

が､低地の沢沿いなどの

湿った場所に生え､また台

地上に見ることもある｡多

くはない｡葉は低い鋸歯が

ある｡実は青紫色で光沢が

ある｡樹皮はやや茶色を帯

びた白色でやや平滑｡

特徴　　　　根･冬芽　　　　　　　葉の形

全景　　　　　　　　樹皮　　　　　　　　管理基準 葉柄
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マメザクラ(バラ科　サクラ属)

小型のサクラ､山地上部

の低木林に混生｡林内で

被圧状態となっている場

合も多い｡葉は小型で重

鋸歯､積は細く淡褐色｡

花は小型で下を向く｡低

地には小高木生で葉の大

きいヤブザクラがある｡

柄葉 管理基準

･調描野竹
了･ ･.I -･1･;

積･冬芽
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チョウジザクラ　(バラ科　サクラ属)

ド､
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~､こ.芸?
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ミヤマザクラの花

小高木､少ない｡マメザ

クラに似るがT字型で地

味｡葉は先端が著しくと

がる｡尾根などの乾燥す

る場所に多い｡樹皮は白

色を帯びサクラ肌｡花柄

に托葉がつくのがミヤマ

ザクラ｡

チョウジザクラの花　　　　葉の形

樹皮　　　　　　　管理基準 葉柄
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ウリノキ(ウリノキ科　ウリノキ属)

沢沿いで湿った林内､特

にスギ林に多い｡葉は大

型で薄く､先端は浅く5

裂する｡緑は全線｡根は

太く少数｡樹皮は光沢の

ない褐色で平滑｡花は葉

の下にぶらさがって咲き

白色｡

柄葉 管理基準

ー</.I,甑博
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タマアジサイ　(ユキノシタ科　アジサイ属)

腰筋骨磨〃
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根･冬芽　　　特徴(つぼみ)

樹皮(成木)

沢沿いに多い｡とくに林

の縁に多く見られる｡ア

ジサイの葉に似る｡つぼ

みは球形で､花は藤色｡

県内ではもっとも普通

種｡積の先端は有毛｡樹

皮は成木では紙状にはが

れる｡

管理基準 葉柄
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イヌザンショウ

明るい尾根や乾いた場

所に見られる｡また崖の

緑に多い｡葉は音数羽状

複葉､香りはサンショウ

とは遣う｡根に着く刺は

1｡樹皮はサンショウに

比べ白く､刺も長い傾向

がある｡

柄葉

(ミカン科　イヌザンショウ属)

L:ミ＼

＼三､

､ .■

J

】Jh

特徴:左　イヌザンショウ

房でJ.･+･　:,.I.

一J llヽ

管理基準　　　　　　　樹皮　　　　　　結実状況
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サンショウ　(ミカン科　サンショウ属)

澱/　神

1

隻叫も･;
･i d, 1.
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背夜,ミ趨Li

→里碑昏

枝　･　冬芽

イヌザンショウよりや

や湿った暗い場所にも

見られる,若い枝は赤褐

色｡刺は1対｡両手を挙

げたように見える｡葉の

形や小葉の緑は左図を

参照｡樹皮は成木では淡

茶色｡コルク質が発達｡

管理基準 葉柄



82

二ワトコ(スイカズラ科　二ワトコ属)

明るい場所や伐採跡地に

多い｡樹皮は成木では写

真のように荒々しい｡ア

ラゲキクラゲが発生して

いることが多い｡葉は薄

くやや光沢｡耐陰性が

あってスギ林内で実生を

よく見る｡

柄菓

13%. IJ ･い

ー罠　r

管理基準　　　　樹皮(成木)



83

ミツバウツギ(ミツバウツギ科　ミツバウツギ属)

二　T.)..I.I/JJ･=I

f'PJ㍗日.｡=:.:=轡/:,I /･･･::7-･薄:I

1▲

･/.+.). -,I/.).｡ll･･;

＼1=油‥

沢沿いで湿った林の緑に

生える｡枝は先端が枯れ

て残っていることが多

く､よい特徴｡花は白色

で香りがよい｡果実は不

思議な形をしており､葉

が落ちた後でも枝に残

る｡

結実状況と葉

＼10
477昼

樹皮(成木)　　　　管理基準 葉柄



環　境　特　性　表

萌芽更新性森林タイプ

標準和名

0　　3　　3　　3

●　　0　　2　　1　　3　　2

0　　2　　1　　3　　2

0　　2　　1　　3　　2

2　　　　クヌギ

3　　　　クリ

4　　　　クマシデ

5　　　　サワシバ

2　　1　　2　　　2

0　　2　　1　　2　　2

●　　　　　3　　1　　3　　2

0　　2　　1　　3　　2

●　　　　　3　　1　　2　　2

6　　　　イヌ

7　　　　アカシデ

8　　　　ミスサラ

9　　　　コナラ

10　　　フナ

11　　　イヌブナ

12　　　ムクノキ

13　　　エノキ

14　　　　ハル二レ

15　　　オヒョウ

16　　　ハンノキ

17　　　ミズメ

18　　　ケヤキ

19　　　ヤマハンノキ

20　　　ウワミズザクラ

..….…一……. ｡｡ 1　2　22　3　32　2　23　　1　　3

3　　1　　3

322

2　1　03　2　22　2　23　3　33　3　2

1　1　0　12　2　2　32　2　2　23　3　3　33　3　2　2

8　2　0　0　12　3　3　3　21　2　2　2　12　3　2　2　31　2　1　1　22　2　2　2　300000

●●　●

21　　　イヌザクラ

22　　　マユミ

23　　　ケンポナシ

24　　　イイギリ

25　　　ホオノキ

9　1　9　8　93　3　2　2　32　2　2　1　22　2　2　2　21　3　2　2　100　00

●●●

26　　　アカメガシワ

27　　　ハリギリ

28　　　シナノキ

29　　　コブシ

30　　　ミズキ

0　2　8　2　12　3　3　2　22　2　1　3　23　3　2　3　31　2　1　1　12　2　1　3　300000

●　●●

31　　　ヤマナラシ

32　　　ヤマザクラ

33　　　カラスザンショウ

34　　　フジキ

35　　　イヌ工ンジュ

｡…｡……一…...36　　　ネムノキ

37　　　オ二クルミ

38　　　クマノミズキ

39　　　ヤマボウシ

40　　　イタヤカエデ

41　　　カジカエデ

42　　　コハウチワカエデ

42　　　ハウチワカエデ

42　　　オオイタヤメイゲツ

2　03　33　13　32　2

9　2　13　3　32　2　22　3　31　3　2

2　1　1　13　3　3　32　2　2　23　3　3　33　2　2　2



森林タイプ

標準和名
萌芽更新性

43　　　メグスリノキ

43　　　ミツデカエデ

44　　　コミネカエデ

45　　　イロハモミジ

45　　　　　　モミジ

46　　　トチノキ

47　　　カツラ

48　　　キハダ

49　　　シオジ

50　　　オオバヤシャブシ

51　　ヤシヤブシ

52　　　ヤマクワ

53　　　リョウブ

54　　　マメガキ

55　　　カマツカ

56　　　アオハダ

57　　　エゴノキ

58　　　オオバアサガラ

59　　　アワブキ

60　　　ハクウンボク

61　　　シラキ

62　　　バッコヤナギ

63　　　フサザクラ

64　　　マルバアオダモ

65　　　jlンズイ

66　　　チドリノキ

67　　　ウリカエデ

68　　　ウリハダカエデ

苧害　享5J≒至誓
71　　　タンコウバイ

72　　　キブシ

73　　　ツノハシバミ

74　　　タンナサワフタギ

75　　　サワフタギ

76　　　マメザクラ

77　　　チョウジザクラ

78　　　ウリノキ

諾　19詣;I;三り･
81　　　サンショウ

82　　　二ワトコ

83　　　ミツバウツギ

●　　0　　2　　1　　3

0　　2　　2　　3

●　　　　　2　　1　　3

●　　0　　2　　1　　3

●　　　　　2　　1　　3

●　　　　　3　1　　3

●　　　　　3　1　　3

0　　2　1　　3

●　　　　　3　　1　　2

0　　2　1　　2

0　　2　1　　2

0　　2　1　　3

0　　2　1　　3

0　　2　1　　3

0　1　　2　　3

0　　2　1　　3

●　　0　　2　　2　　3

(⊃　　2　　1　　3

0　　2　　1　　3

0　　2　　1　　3

0　1　1　　3

0　　2　　1　　3

0　　2　　1　　3

0　　2　　1　　3

0　　2　　1　　3

0　1　　2　　3

0　　2　　1　　3

0　　2　　1　　3

0　　2　　1　　3

0　1　　2　　3

0　1　　2　　3

0　1　　2　　3

0　　2　　2　　3

0　　2　1　　3

0　　2　1　　3

0　　2　1　　3

0　　2　1　　3

0　1　　2　　3

8 1 ｢…
0　1　1　　3

0　1　1　　3

0　1　　3　　3
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