
 1

   
2008 年 4 月 1 日 

（クリックするとリンクします。） 

A．一般樹種     B．経済樹種     C．薬草類     D．蔓類、花卉類、観葉植物     E．竹類     F．草本類 

 

A．一般樹種 

No. 中国名（簡体字表記） ピンイン カタカナ読み 日本名 学名 

A-001 秦岭冷杉 qinlinglengshan チンリンロンシャン 秦嶺モミ Abies chensiensis 
A-002 美国科罗拉多冷杉 meiguokeluoladuolengshan メイグオクロラドロン

シャン 

コロラドモミ Abies concolor 

A-003 冷杉 lengshan ロンシャン モミ Abies fabri 
A-004 岷江冷杉 minjianglengshan ミンジアンロンシャン 不明 Abies faxoniana 
A-005 沙松 shasong シャーソン チョウセンモミ Abies holophylla 
A-006 相思 xiangsi シアンスー ソウシジュ（タイワンアカシア） Acacia confusa 
A-007 黑荆树 heijingshu ヘイジンシュウ モリシマアカシア Acacia mollissima 
A-008 色木 semu スームー イタヤカエデ Acer mono 
A-009 槭  qi チー カエデ Acer palmatum 
A-010 砂糖槭 Shatangqi シャータンチー サトウカエデ Acer saccharum 
A-011 牛漆 niuqi ニウチー ヒナタイノコズチ Achyranthes fauriei 
A-012 猕猴桃 mihoutao  ミーホウタオ キーウィ・フルーツ Actinidia chinensis 
A-013 臭椿  chouchun チョウチュン ニワウル（シシンジュ） Ailanthus altissima 
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A-014 合欢 hehuan フーホアン ネムノキ Albizzia julibrissin 
A-015 油桐 youtong ヨウトン シナアブラギリ Aleurites fordii 
A-016 千年桐 qianniantong チエンニアントン カントンアブラギリ Aleurites montana 
A-017 山槐 shanhuai  シャンホアイ オオバネムノキ Albizia kalkora 
A-018 赤杨叶 chiyangye チーヤンイエ エゴノキ Alniphyllum fortunei 
A-019 台湾榛木 taiwanzhengmu タイワンジェンムー タイワンハンノキ Alnus formosana 
A-020 江南桤木 Jiangnanqimu ジアンナンチームー サクラバハンノキ Alnus trabeculosa 
A-021 沙冬青 shadongqing  シャードンチン モンゴルスナツゲマメ Ammopiptantus 

mongolicus 
A-022 紫穗槐 zisuihuai ズースイホアイ イタチハギ Amorpha fruticosa 
A-023 阔叶南洋杉 kuoyenanyangshan クオイエナンヤンシャ

ン 

ヒロハノナンヨウスギ Araucaria bidwillii 

A-024 南洋杉 nanyangshan ナンヤンシャン ナンヨウスギ Araucaria cuninghamii 
A-025 青香木 qingxiangm チンシアンムー (ウマノスズクサ) Aristolochia 

cucurbitifolia 
A-026 粉单竹 fendanzhu フェンダンジュー ブッタンチクの１種 Bambusa chungii 
A-027 青皮竹 qingpizhu チンピージュー セイヒチク Bambusa textiles 
A-028 白桦 baihua バイホア シラカンバ Betula platyphylla 
A-029 重阳木 chongyangmu チョンヤンムー アカギ Bischofia polycarpa 
A-030 小叶黄杨 xiaoyehuangyang シャオイエホアンヤン タイワンツゲ Buxus microphylla 
A-031 大叶黄杨 dayehuangyang ダーイエホアンヤン マサキ Buxus microphylla 
A-032 朝鲜黄杨 chaoxianhuangyang チャオシエンホアンヤ

ン 

チョウセンヒメツゲ Buxus microphylla var. 
insularis 
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A-033 大叶黄杨 dayehuangyang ダーイエホアンヤン ツゲ（マサキ） Buxus microphylla var. 
Sieb.et  Zucc. 

A-034 三叶豆 sanyedou サンイエドウ キマメ Cajanus cajan 
A-035 油茶 youcha ヨウチャー アブラチャ Camellia Oleifera 
A-036 茶树 chashu チャーシュー チャ Camellia sinensis 
A-037 白柠条 bainingtiao バイニンティアオ ムレスズメ Caragana korshinskii 
A-038 柠条  ningtiao ニンティアオ コバノムレスズメ Caragana microphylla 
A-039 云南鹅耳枥 yunnan e er li ユンナンオーアーヤン クマシデ属 Carpinus monbeigiana 
A-040 美国山核桃 meiguoshanhetao メイグオシャンフータ

オ 

ヒッコリー  Carya illinoinensis 

A-041 板栗 banli バンリー チュウゴクグリ  Castanea mollissima 
A-042 裂斗锥栗 liedouzhuili リエトウズイリー (ツブラジイ) Castanopsis fissa 
A-043 麻黄 mahuang マーホアン モクマオウ Casuarina equisetifolia 
A-044 楸树 qiushu チウシュー トウキササゲ Catalpa bungei 
A-045 毛红椿  maohongchun マオホンチュン トーナノキ Cedrela toom (＝Toona 

ciliate) 
A-046 香椿 xiangchun シアンチュン チャンチン Cedrela sinensis ( ＝

Toona sinensis) 
A-047 雪松 xuesong シュエソン ヒマラヤスギ Cedrus deodara 
A-048 紫弹朴 zitanpu ジータンプー チュウゴクエノキ Celtis biondii 
A-049 散尾葵 sanweikui サンウェイクイ アレカヤシ Chrysalidocarpus 

lutescens 
A-050 楠木 nanmu ナンムー クスノキ Cinnamomum 
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camphora 
A-051 肉桂 rougui ロウグイ ニッケイ（カシア） Cinnamomum cassia 
A-052 柚青果（柚） youqingguo（you） ヨウチングオ（ヨウ） ブンタン Citrus grandis 
A-053 蜜柑 migan ミーガン 南豊ミカン Citrus unshiu 
A-054 山槐 shanhuai シャンホアイ ヤマエンジュ Cladrastis platycarpa 
A-055 桦木 huamu ホアシュー カバ Corylus mandshurica 
A-056 椰子树 yezishu イエズシュー ココヤシ  Cocos nucifera 
A-057 黄栌 huanglu ホアンルー ハグマノキ（スモークツリー） Cotinus coggygria 
A-058 山楂 shanzha シャンジャー サンザシ Crataegus cuneata 
A-059 柳杉 liushan リウシャン チュウゴクスギ Cryptpmeria fortunei 
A-060 日本柳杉 ribenliushan リーベンリウシャン スギ Cryptpmeria japonica 
A-061 杉木 shanmu シャンムー コウヨウザン  Cunninghamia 

lanceolata 
A-062 沖天柏(干香柏) chongtianbai

（ganxiangbai） 

チョンティエンバイ（ガ

ンシアンバイ） 

カンソウチイトスギ Cupressus duclouxiana 

A-063 柏木 baimu バイムー シダレイトスギ Cupressus funebris 
A-064 柿子 shizi シーズ カキノキ Diospyros kaki 
A-065 车桑子（披柳） chesangzi（piliu） チューサンズ（ピーリ

ウ） 

ハウチワノキ Dodonaea viscosa 

A-067 雪花皮 xuehuapi シュエホアピー ミツマタ  Edgeworthia 
chrysantha 

A-068 沙棗 shazao シャーザオ ホソバグミ Elaeagnus angustifolia 
A-069 杜英 duying ドゥイン ホルトノキ Elaeocarpus sylvestris 
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A-070 葡萄桉 putao an プータオアン ボトロイデユーカリ Eucalyptus botryoides 
A-071 渐尖赤桉 jianjianchi an ジエンジエンチーアン カマルデュレンシスユーカリ Eucalyptus 

camaldulensis 
A-072 蓝桉 lan an ランアン ユーカリ Eucalyptus globulus 
A-073 直干桉 zhigan an ジーチエンアン メイデンユーカリ Eucalyptus maidenii 
A-074 大叶桉 daye an ダーイエアン オオバユーカリ Eucalyptus robusta 
A-075 细叶桉 xiye an シーイエアン ホソバユーカリ  Eucalyptus 

tereticornis 
A-076 尾叶桉 weiye an ウェイイエアン ウロフィラユーカリ Eucalyptus urophylla 
A-077 杜仲 duzhong ドゥジョン トチュウ Eucommia ulmoides 
A-078 溶树 rongshu ロンシュウー ガジュマル Ficus microcarpa 
A-079 尖叶花曲柳 jianyehuaquliu ジエンイエホアチーリ

ウ 

シナトネリコ Fraxinus chinensis 

A-080 水曲柳 shuiquliu シュイチーリウ ヤチダモ Fraxinus mandshurica 
A-081 绒毛白蜡 rongmaobaila ロンマオバイラー トネリコ属 Fraxinus velutina 
A-082 子  zhizi ジーズ クチナシ Gardenia jasminoides 
A-083 银杏 yinxing インシン イチョウ Ginkgo biloba 
A-084 杨柴 yangchai ヤンチャイ イワオオギ属 Hedysarum mongolica 
A-085 花棒 huabang ホアバン イワオウギ Hedysarum 

scopariuam 
A-086 橡胶树 xiangjiaoshu シアンジャオシュー パラゴムノキ Hevea brasiliensis 
A-087 沙棘 shaji シャージ サージ（ヒッポフェア・ラムノ

イデス） 

Hippophae rhamnoides 
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A-088 俄罗斯大果沙棘 eluosidaguoshaji オロスダーグオシャー

ジ 

オビルピーハ Hippophae rhamnoides 
L. ssp. Mongolica 

A-089 苦丁茶冬青 kudingchadongqing クーディンチャドンチ

ン 

クテイチャ Ilex kudingcha 

A-090 大叶冬青 dayedongqing ダーイエドンチン タラヨウ Illicium verum 
A-091 八角 bajiao バージャオ トウシキミ  Illicium verum 
A-092 小桐子  xiaotongzi シャオトンズ センゴンラウト Jatropha curcal 
A-093 核桃楸 hetaoqiu フータオチウ マンシュウグルミ（オニグルミ） Juglans mandshurica 
A-094 黑核桃 heihetao ヘイフータオ ブラックウォールナット Juglans nigra 
A-095 核桃 hetao フータオ ウォールナット（ペルシャグル

ミ） 

Juglans regia 

A-096 漾濞核桃 yangbihetao ヤンビーフータオ クルミの仲間 Juglans sigillata 
A-097 兴安落叶松 xing an luoyesong シンアンルオイエソン グイマツ（ホクヨウカラマツ） Larix gmelin 
A-098 落叶松 luoyesong ルオイエソン カラマツ Larix leptolepis or 

kaempferi 
A-099 日本落叶松  ribenluoyesong リーベンルオイエソン ニホンカラマツ Larix kaempferi 
A-100 长白落叶松 changbailuoyesong チャンバイルオイエソ

ン 

チョウセンカラマツ Larix olgensis 

A-101 华北落叶松 huabeiluoyesong ホアベイルオイエソン ホクシカラマツ Larix 
principis-rupprechtii 

A-102 西伯利亜落叶松 xiboliyaluoyesong シボリアルオイエソン シベリアカラマツ Larix sibirica 
A-103 胡枝干 huzhigan フージーガン エゾヤマハギ Lespedeza bicolor 
A-104 新银合欢 xinyinhehuan シンインフーホアン ギンネム Leucaena leucocephala 
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A-105 枫香 fengxiang フォンシアン フウ  Liquidambar 
formosana 

A-106 鹅掌楸(马褂树) ezhangqiu（maguashu） オージャンチウ シナユリノキ Liriodendron chinense 
A-107 美国鹅掌楸 meiguo e zhangqiu メイグオオージャンチ

ウ 

ユリノキ Liriodendron tulipifera 

A-108 茘枝 lizhi リージー ライチ Litchi chinensis 
A-109 继木 jimu ジームー トキワマンサク Loropetalum chinense 
A-110 苹果 pingguo ピングオ リンゴ Malus domestica 
A-111 紫花苜蓿 zihuamuxu ズーホアムースー ムラサキウマゴヤシ Medicago sativa 
A-112 牡丹石榴 mudanshiliu ムーダンシーリウ ボタンザクロ Melastoma candidum 
A-113 苦楝 kulian クーリエン センダン Melia azedarach 
A-114 水杉 shuishan シュイシャン メタセコイア Metasequoia 

glyptoseroboides  
A-115 白栏 bailan バイラン ギンコウボク Michelia alba 
A-116 含笑 hanxiao ハンシャオ カラタネオガタマ Michelia fuscata 
A-117 火力楠  huolinan フオリーナン オガタマノキ属の１種 Michelia macclurel 
A-118 桑  sang サン クワ Morus australis 
A-119 九里香 jiulixiang ジウリーシアン ゲッキツ Murraya panieulata 
A-120 杨梅 yangmei タンメイ ヤマモモ Myrica rubra 
A-121 油橄榄 youganlan ヨウガンラン オリーブ Olea europaea 
A-122 仙人掌 xianrenzhang シエンレンジャン 食用サボテン Opuntia ficusndicu 
A-123 金木犀 jinmuxi ジンムーシー キンモクセイ  Osmanthus fragrans 
A-124 合果木 heguomu フーグオム モクレン属 Paramichelia baillinii 
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A-125 泡桐 paotong パオトン ココノエギリ Paulownia fortunei 
A-126 黄柏 huangbai ホアンバイ キハダ  Phellodendron 

amurense 
A-127 石楠 shinan シーナン オオカナメモチ Photinia serrulata 
A-128 余甘子 yuganzi ユーガンズ アンマロク Phyllanthus emblica 
A-129 台湾桂竹  taiwanguizhu タイワングイジュー タイワンマダケ Phyllostachys makinoi 
A-130 淡竹  danzhu ダンジュー ハチク Phyllostachys nigra 
A-131 云杉 yunshan ユンシャン トウヒ Picea asperata 
A-132 青海云杉  qinghaiyunshan チンハイユンシャン 青海トウヒ Picea crassifolia 
A-133 紅皮云杉 hongpiyunshan ホンピーユンシャン チョウセントウヒ Picea koraiensis 
A-134 川西云杉 chuanxiyunshan チュアンシーユンシャ

ン 

川西トウヒ Picea likiangensis var. 
balfouriana 

A-135 沙地云杉 shadiyunshan シャーヂーユンシャン 砂地トウヒ Pidea mongolica 
A-136 天山云杉 tianshanyunshan ティエンシャンユンシ

ャン 

天山トウヒ Picea schrenkiana 

A-137 桐棉松 tongmiansong トンミエンソン トウユウナマツ Pinus 
A-138 华山松 huashansong ホアシャンソン アルマンマツ（タカネゴヨウ） Pinus armandii 
A-139 白皮松 baipisong バイピーソン ハクショウ Pinus bungeana 
A-140 加勒比松 jialebisong ジアルービーソン カリビアマツ Pinus caribaea 
A-141 湿地松 shidisong シーディーソン スラッシュマツ Pinus elliottii 
A-142 思茅松 simaosong スーマオソン カシアマツ Pinus kesya 
A-143 红松 hongsong ホンソン チョウセンゴヨウ Pinus koraiensis 
A-144 马尾松 maweisong マーウェイソン バビショウ（タイワンアカマツ） Pinus massoniana 
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A-145 奥地利黑松 ao diliheisong オーディーリーヘイソ

ン 

オーストリアクロマツ Pinus nigra austriaca 

A-146 五叶落叶松  wuyeluoyesong ウイエルオイエソン ゴヨウマツ Pinus parviflora 
A-147 障子松 zhangzisong ジャンズソン モンゴルアカマツ Pinus sylvestris var. 

mongolica 
A-148 油松 yousong ヨウソン マンシュウクロマツ Pinus tabulaeformis 
A-149 火炬松 huojusong フオジーソン テーダマツ Pinus taeda 
A-150 黄山松 huangshansong ホアンシャンソン タイワンマツ Pinus taiwanensis 
A-151 黑松 heisong ヘイソン クロマツ Pinus thunbergii 
A-152 云南松 yunnansong ユンナンソン ウンナンマツ Pinus yunnanensis 
A-153 黄莲树 huanglianshu ホアンリエンシュー ランシンボク Pistacia chinensis 
A-154 阿月浑子 ayuehunzi アーユエフンズ ピスタチオ Pistacia vera 
A-155 法梧 fawu ファーウー スズカケノキ Platanus acerifolia 
A-156 侧柏 cebai ツーバイ コノテカシワ  Platycladus orientalis 
A-157 罗汉松 luohansong ロウハンソン イヌマキ Podocarpus 

macrophyllus 
A-158 北京杨  beijingyang ベイジンヤン ペキンポプラ Populus 
A-159 小美旱杨 xiaomeihanyang シャオメイハンヤン 不明 Populus 
A-160 新疆杨 xinjiangyang シンジアンヤン シンキョウポプラ Populus alba 
A-161 加杨 jiayang ジアヤン カナダポプラ Populus canadensis 
A-162 青杨 qingyang チンヤン アオポプラ Populus cathayana 
A-163 山杨 shanyang シャンヤン チョウセンヤマナラシ Populus davidiana 
A-164 美州黑杨 meizhouheiyang メイジョウヘイソン アメリカポプラ Populus deltoides 
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A-165 胡杨 huyang フーヤン コヨウ（コトカケヤナギ） Populus euphratica 
A-166 沙栏杨 shalanyang シャーランヤン 改良ポプラ Populus euramericana 
A-167 钻天杨 zuantianyang ジュイティエンヤン イタリアポプラ Populus nigra 
A-168 群集杨 qunjiyang チンジーヤン ポプラ Populus popularis 
A-169 中国山杨 zhongguoshanyang ジョングオシャンヤン 中国ヤマナラシ Populus sieboldii 
A-170 小叶杨  xiaoyeyang シャオイエヤン テリハドロ Populus simonii 
A-171 美州山杨 meizhoushanyang メイジョウシャンヤン アメリカヤマナラシ Populus termuloides 
A-172 毛白杨 maobaiyang マオバイヤン オニドロノキ Populus tomentosa 
A-173 欧州山杨 ouzhoushanyang オウジョウシャンヤン ヨーロッパヤマナラシ Populus tremula 
A-174 大青杨 daqingyang ダーチンヤン ウスリーポプラ Populus ussuriensis 
A-175 小黑杨 xiaoheiyang シャオヘイヤン ショウクロポプラ Populus xiaohai 
A-176 大扁杏（仁用杏、山杏） dabianxing（renyongxing、

shanxing） 

ダーピエンシン（レンヨ

ンシン、シャンシン） 

アンズ（クキョウニン） Prunus armeniaca 

A-177 红叶季 hongyeji ホンイエジー ベニバスモモ Prunus cerasifera 
A-178 扁桃 biantao ピエンタオ アーモンド Prunus communis 
A-179 桃树 taoshu タオシュー モモ Prunus persica 
A-180 樱桃 yingtao インホア シロバナカラミザクラ Prunus pseudocerasus 
A-181 日本樱花 ribenyinghua リーベンインホア ソメイヨシノ Prunus serrulata 
A-182 山杏 shanxing シャンシン ヤマアンズ Prunus sibirica 
A-183 茶藁竹 chaxizhu チャーシージュー トンキンケーン Pseudosasa amabilis 
A-184 花旗松 huaqisong ホアチーソン ダグラスファー Pseudotsuga menziesii 
A-185 元宝枫 yuanbaofeng ユエンバオフォン シナサワグルミ Pterocarya stenoptera 
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A-186 突尼斯石榴 tunisishiliu チュニスシーリウ ヒメザクロ Punica granatum 
A-187 梨 li リー ナシ Pyrus pyrifolia 
A-188 高山栎（麻栎） gaoshanli（mali） ガオシャンリー（マーリ

ー） 

クヌギ  Quercus acutissima 

A-189 辽东栎 liaodongli リャオドンリー リョウトウナラ Quercus liaotungensis 
A-190 蒙古栎 mengguli モングーリー モンゴリナラ Quercus mongolica 
A-191 火炬树 huojushu フオジーシュー アメリカハゼノキ Rhus typhina 
A-192 刺槐 cihuai ツーホアイ ニセアカシア（ハリエンジュ） Robinia pseudoacacia 
A-193 桧柏  kuaibai フイバイ イブキ Sabina chinensis 
A-194 黄柳  huangliu ホアンリュー ヤナギ属 Salix gordejevii 
A-195 杞柳 qiliu リーリウ イヌコリヤナギ Salix integra 
A-196 旱柳 hanliu ハンリウ カンリュウ Salix matsudana 
A-197 沙柳 shaliu シャーリウ サリュウ Salix psamophila 
A-198 云南鸟臼 yunnanniaojiu ユンナンニアオジウ ウンナンナンキンハゼ Sapium 

eugeniaefolium 
A-199 木荷 muhe ムーラン ヒメツバキ Schima superba 
A-200 日本金松 ribenjinsong リーベンジンソン コウヤマキ Sciadopitys verticillata 
A-201 北美红杉 beimeihongshan ベイメイホンシャン セコイア Sequoia sempervirens 
A-202 慈竹 cizhu ツージュー トウチク Sinocalamus affinis 
A-203 欧亚花楸 ou ya huaqiu オウヤーホアチウ ナナカマド Sorbus commixta 
A-204 百花山花楸  baihuashanhuaqiu バイホアシャンホアチ

ウ 

ナナカマド Sorbus 
pohuashanensis 

A-205 假苹婆. jiapingpo ジアピンポー アオギリ属 Sterculia lanceolata 



 12

A-206 白花树 baihuashu バイホアシュー エゴノキ属 Styrax hypoglauca 
A-207 腺叶山矾 xianyeshanfan シエンイエシャンファ

ン 

ハイノキ Symplocos sumuntia 

A-208 丁香 dingxiang ディンシアン ライラック Syringa vulgaris 
A-209 怪柳 guailiu グアイリウ ギョリュウ Tamarix chinensis 
A-210 红柳 hongliu ホンリウ ギョリュウ Tamarix ramosissima 
A-211 池杉 chishan チーリウ ポンドサイプレス Taxodium ascendens 
A-212 落叶松 luoyesong ルオイエソン ラクウショウ Taxodium distichum 
A-213 東北红豆杉 dongbeihongdoushan ドンベイホンドウシャ

ン 

東北イチイ Taxus chinensis 

A-214 南方红豆杉 nanfanghongdoushan ナンファンホンドウシ

ャン 

南方イチイ Taxus mairei 

A-215 云南红豆杉 yunnanhongdoushan ユンナンホンドウシャ

ン 

雲南イチイ Taxus yunnanensis 

A-216 柚木 youmu ヨウムー チーク Tectona grandis 
A-217 胡枝子 huzhizi フージーズ センダイハギ Thermopsis lupinoides 
A-218 紫椴 ziduan ツードゥアン アムールシナノキ Tilia amurensis 
A-219 毛红椿 maohongchun マオホンチュン トーナノキ Toona ciliate ( ＝

Cedrela toom) 
A-220 香椿 xiangchun シアンチュン チャンチン Toona sinensis ( ＝

Cedrela sinensis) 
A-221 香榧 xiangfei シアンフェイ カヤ Torreya grandis 
A-222 铁杉 tieshan ティエシャン ツガ Tsuga chinensis 
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A-223 家榆（白榆）(榆樹) jiayu（baiyu）（yushu） ジアユー（バイユー）（ユ

ーシュー） 

マンシュウニレ（ノニレ） Ulmus pumila 

A-224 花椒  huajiao フアジアオ サンショウ  Zanthoxylum 
bungeanum 

A-225 竹叶椒 zhuyejiao ジューイエジアオ フユザンショウ Zanthoxylum 
planispinum 

A-226 榉树  jushu ジューシュー ケヤキ Zelkova serrata 
A-227 任豆树（任木） rendoushu（renmu） レンドウシュー（レンム

ー） 

ハネサヤゼニマメ Zenia insignis 

A-228 棗树 zaoshu ザオシュー サネブトナツメ Zizyphus jujuba 
A-229 酸棗 suanzao スアンザオ ナツメ Zizyphus jujube var. 

spinosa 
 
 
B．経済樹種 

 中国名（簡体字表記） ピンイン カタカナ読み 日本名 学名 

B-001 黑荊树 heijingshu ヘイジンシュー モリシマアカシア Acacia mollissima 
B-002 千年桐 qianniantong チエンニエントン カントンアブラギリ Aleurites montana 
B-003 紫穗槐  zisuihuai ツースイホアイ イタチハギ  Amorpha fruticosa 
B-004 油茶 youcha ヨウチャー アブラチャ Camellia Oleifera 
B-005 茶树 chashu チャーシュー チャ Camellia sinensis 
B-006 美国山核桃 meiguoshanhetao メイグオシャンフータ

オ 

ヒッコリー Carya illinoinensis 
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B-007 板栗 banli バンリー チュウゴクグリ Castanea mollissima 
B-008 肉桂 rougui ロウグイ ニッケイ（カシア） Cinnamomum cassia 
B-009 椰子树 yezishu イエズシュー ココヤシ Cocos nucifera 
B-010 柿子 shizi シーズ カキノキ Diospyros kaki 
B-011 杜仲  duzhong ドゥジョン トチュウ Eucommia ulmoides  
B-012 子 zhizi ジーズ クチナシ Gardenia jasminoides 
B-013 橡胶树 xiangjiaoshu シアンジアオシュー パラゴムノキ Hevea brasiliensis 
B-014 俄罗斯大果沙棘 eluosidaguoshaji オロスダーグオシャー

ジ 

オビルピーハ Hippophae rhamnoides 
L. ssp. Mongolica 

B-015 八角 bajiao バージャオ トウシキミ Illicium verum 
B-016 黑核桃 heihetao ヘイフータオ ブラックウォールナット Juglans nigra 
B-017 核桃 hetao フータオ ウォールナット（ペルシャグル

ミ） 

Juglans regia 

B-018 漾濞核桃  yangbihetao ヤンビーフタオ クルミの仲間 Juglans sigillata 
B-019 桑 sang サン クワ Morus australis 
B-020 油橄榄 youganlan ヨウガンラン オリーブ Olea europaea  
B-021 金木犀 jinmuxi ジンムーシー キンモクセイ Osmanthus fragrans 
B-022 阿月浑子 ayuehunzi アーユエフンズ ピスタチオ Pistacia vera 
B-023 扁桃 biantao ビエンタオ アーモンド Prunus communis 
B-024 杞柳 qiliu チーリウ イヌコリヤナギ Salix integra 
B-025 香榧 xiangfei シアンフェイ カヤ Torreya grandis 
B-026 棕櫚藤 zonglvteng ゾンリュータン シュロ  Trachycarpus fortunei 
B-027 花椒 huajiao ホアジアオ サンショウ Zanthoxylum 
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bungeanum 
B-028 竹叶椒 zhuyejiao ジューイエジアオ フユザンショウ Zanthoxylum 

planispinum 
B-029 棗树 zaoshu ザオシュー サネブトナツメ  Zizyphus jujuba 
 
 
C．薬草類 

 中国名（簡体字表記） ピンイン カタカナ読み 日本名 学名 

C-001 黄耆 huangqi フアンチー オウギ  Astragalus 
membranaceus 

C-002 刺五加 ciwujia ツーウージア エゾウコギ Acanthopanax 
senticosus 

C-003 黄花鸟头 huanghuaniaotou フアンホアニアオトウ キバナトリカブト Aconitum coreanum 
C-004 当归 danggui ダングイ トウキ Angelica sinensis 
C-005 花生 huasheng ホアション ラッカセイ Arachis duranensis 
C-006 春花生  chunhuasheng チュンホアション 春落花生 Arachis hypogaea 
C-007 相思子 xiangsizi シアンスーズ トウアヅキ Arbus precatorius 
C-008 细辛 xixin シーシン ウスバサイシン Asarum sieboldii 
C-009 白术 baizhu バイジュー ビャクジュツ（オオバナオケラ） Atractylodes 

macrocephala 
C-010 秦岭岩白菜 qinlingyanbaicai チンリンイエンバイツ

ァイ 

不明 Bergenia scopulosa 

C-011 紫栏（白笈） zilan（baiji） ツーラン（バイジー） シラン（ビャッキュウ） Bletilla striata 
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C-012 伊贝母 yibeimu イーベイムー イバイモ Bulbus fritillariae 
C-013 云实  yunshi ユンシー ジャケツイバラ Caesalpinia decapetala 
C-014 苦石莲  kushilian クーシーリエン クセキレン Caesalpinia minax 
C-015 苏木 sumu スームー スオウ Caesalpinia sappan 
C-016 南酸棗 nansuanzao ナンスアンザオ チャンチンモドキ Choerospondias 

axillaries 
C-017 脉花党参  maihuadangshen マイホアダンツァン 脉花トウジン Codonopsis nervosa 
C-018 党参 dangshen ダンツァン トウジン Codonopsis pilosulae 
C-019 素花党参 suhuadangshen スーホアダンツァン 素花トウジン Codonopsis pilosula 

var. volubilis 
C-020 秦岭党参 qinlingdangshen チンリンダンツァン 秦嶺トウジン Codonopsis 

tsinglingensis 
C-021 绿花党参 lvhuadangshen リューホンダンツァン 緑花トウジン Codonopsis viridiflota 
C-022 薏苡 yiyi イーイー ハトムギ Coix lacryma-jobi 
C-023 黄莲 huanglian フアンリエン オウレン Coptis chinensis 
C-024 山茱萸 shanzhuyu シャンジャンユー サンシュユ Cornus officinalis 
C-025 麻黄 mahuang マーフアン マオウ Ephedrae Herba 
C-026 吴茱萸 wuzhuyu ウージューユー ゴシュユ Evodia rutaecarpa  
C-027 连翘  lianqiao リエンチアオ レンギョウ Forsythia suspense 
C-028 贝母 beimu ベイムー バイモ Fritillaria thunbergii 
C-029 平贝母 pingbeimu ピンベイムー ヘイバイモ Fritillaria ussuriensis 
C-030 五味子 wuweizi ウーウェイズ ゴミシ Fructus schisandrae 
C-031 甘草 gancao ガンツァオ カンゾウ Glycyrrhizaura lensis 
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C-032 地肤 difu ディーフー ホウキギ Kochia scoparia 
C-033 金银花 jinyinhua ジンインホア スイカズラ Lonicera japonica 
C-034 枸杞子 gouqizi ゴウチーズ クコシ  Lycium chinense 
C-035 十大功労 shidagonglao シーダーゴンラオ チャイニーズマホニア Mahonia fortunei 
C-036 麦冬 maidong マイドン ジャノヒゲ Ophiopogon japonicus 
C-037 紫苏 zisu ズースー シソ Perillafrutescens 
C-038 半夏 banxia バンシア カラスビシャク（ハンゲ） Pinellia ternata 
C-039 桔梗 jiegeng ジエゲン キキョウ Platycodon 

grandiflorum 
C-040 何首鸟 heshouwu フーショウウー ツルドクダミ Polygonum 

multiflorum 
C-041 太子参 taizishen タイズツァン タイシジン Pseudostellaria 

heterophylla 
C-042 徐长卿 xuchangqing シューチャンチン 不明 Radix Cynanchi 

paniculati 
C-043 猫爪草 maozhuacao マオジュアツァオ ヒキノカサ Ranunculus ternatus 
C-044 地黄 dihuang ディーホアン ジオウ Rehmannia glutinosa 
C-045 大黄 dahuang ダーホアン ダイオウ Rheum tanguticum 
C-046 山药 shanyao シャンヤオ サンヤク Rhizoma dioscoreae 
C-047 红景天 hongjingtian ホンジンティエン イワベンケイ Rhodiola sachalinensis 
C-048 丹参 danshen ダンツァン タンジン Salvia miltiorrhiza 
C-049 防风 fangfeng ファンフォン (ボウフウ) Saposhnikovia 

divaricata 
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C-050 朝鮮五味子  chaoxianwuweizi チアオシエンウーウェ

イズ 

チョウセンゴミシ Schizandra chinensis 

C-051 薏苡仁 yiyiren イーイーレン ヨクイニン Semen Coicis 
C-052 独角莲 dujiaolian ヅージアオリエン ドクカクレン Typhonium giganteum 
 
 
D．蔓類、花卉類、観葉植物 

 中国名（簡体字表記） ピンイン カタカナ読み 日本名 学名 

D-001 剑麻 jianma ジエンマー リュウゼツラン  Agave Americana 
D-002 文竹 wenzhu ウェンジュー アスパラガス・セタケウス Asparagus setaceus 
D-003 栏属 lanshu ランシュー エビネ Calanthe sp. 
D-004 山茶 shancha シャンチャー サザンカ Camellia japonica 
D-005 常春藤 changchunteng チャンチュンタン キヅタ Caulis Hederae 
D-006 変叶木  bianyemu ビエンイエムー クロトン Codiaeum variegatum 
D-007 紫铁  zitie ズーティエ ヒロバドラセナ（センネンボク） Cordyline terminalis 
D-008 苏铁  sutie スーティエ ソテツ Cycas revoluta 
D-009 康乃馨 kangnaixin カンナイシン カーネーション Dianthus caryophyllus 
D-010 龙血树属 longxueshushu ロンシュエシューシュ

ー 

ドラセナ属  Dracaena sp. 

D-011 香龙血树  xianglongxueshu シアンロンシュエシュ

ー 

シマセンネンボク Dracaena fragrans 

D-012 富貴竹  fuguizhu フーグイジュー ドラセナ・サンデリアーナ Dracaena sanderiana 
D-013 橡皮树  xiangpishu シアンピーシュー インドゴムの木 Ficus elastic 
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D-014 龟背竹 guibeizhu グイベイジュー ホウライショウ Monstera deliciosa 
D-015 发财树 facaishu ファツァイシュー パキラ（マクロカルパ） Pachira macrocarpa 
D-016 芍药  shaoyao シャオヤオ シャクヤク Paeonia lactiflora 
D-017 牡丹  mudan ムーダン ボタン Paeonia suffruticosa 
D-018 杜鹃 dujuan ドゥージュエン ツツジ Rhododendron simsii 
D-019 玫瑰 meigui メイグイ バラ Rosa sp. 
D-020 月季  yueji ユエジー コウシンバラ Rosa chinensis 
D-021 大血藤 daxueteng ダーシュエタン サルゲントカズラ Sargentodoxa cuneata 
D-022 鹅掌柴  e zhangchai オージャンチャイ フカノキ Schefflera octophylla 
D-023 棕榈藤 zonglvteng ゾンリュータン シュロ  Trachycarpus fortunei 
D-024 葡萄 putao プータオ ブドウ  Vitis vinifera 
 
 
E．竹類 

 中国名（簡体字表記） ピンイン カタカナ読み 日本名 学名 

E-001 麻竹 mazhu マージュー マチク Dendrocalamus 
latiflorus 

E-002 水竹 shuizhu シュイジュー (モウハイチク) Phyllostachys 
heteroclada 

E-003 毛竹 maozhu マオジュー モウソウチク Phyllostachys 
heterocycla 

E-004 花竹 huazhu ホアジュー 不明 Phyllostachys sp. 
E-005 棕竹 zongzhu ゾンジュー カンノンチク Rhapis excelsa 
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F．草本類 

 中国名（簡体字表記） ピンイン カタカナ読み 日本名 学名 

F-001 小叶樟  xiaoyezhang シャオイエジャン イワノガリヤス Calamagrostis 
langsdorffii 

F-002 鴨茅 yamao ヤーマオ カモガヤ Dactylis glomerata 
F-003 塔头草 tatoucao タートウツァオ 不明 Dereuxie angustisoria 
F-004 星星草 xingxingcao シンシンツァオ オオニワホコリ Eragrostispilosa Beauv 
F-005 羊茅  yangmao ヤンマオ ウシノケグサ Festuca ovina 
F-006 黑麦草 heimaicao ヘイマイツァオ ホソムギ Lolium perenne  
F-007 苜蓿  muxu ムーシュー ウマゴヤシ Medicago satiza 
F-008 羊草 yangcao ヤンツァオ ヒツジグサ  Nymphaes tetragona 
F-009 芦苇 luwei ルーウェイ ヨシ  Phragmites communis 
F-010 蒺藜子  jilizi ジーリーズ ハマビシ Tribulus terrestris 
F-011 红三叶 hongsanye ホンサンイエ アカツメクサ Trifolium pretense 
F-012 白三叶 baisanye バイサンイエ シロツメクサ Trifolium repens 
F-013 碱蓬 jianpeng ジエンペン シチメンソウ Suaeda Heterotera 
 
 
 
 


