主要銘木用内地材
樹種、産地、科名、学名（一般名）、色調、用途

樹種・産地
針葉樹

科名

学名（一般名）

Taxodiaceae

Cryptomeria japonica D.Don.

（スギ科）

（杉）

Cupressaceae

Chaecyparis obyusa Endl.

（ひのき科）

（檜）

色調

良材。心材淡紅～暗褐色～黒褐色、辺 床柱、造作材、天井板、羽目板材等。
材白色 両者の区別明瞭、木理通直、
肌目荒い、特有の匂い。
第一級の良材。心材淡黄褐～淡紅色。 床柱、造作材、棚板類、欄間、床板、
辺材淡黄白色。両者の境界不明瞭の物 羽目板等。
も多い。木理通直。肌目緻密。特有の
匂い。光沢有り。

Chamaecyparis pisifera Endl.

心材くすんだ帯黄褐色辺材ほぼ白色
両者の区別明瞭、木理通直、肌目緻
密。

（サワラ）
Thujopsis dolabrata Sieb. et Zuce.

Thuja standishii Carr.

心材黄褐色。辺材黄白色で狭く。両者 天井板、和ダンス、お盆等。
の境界は明瞭。木理大体通直。肌目緻
密。

（ネズコ）
Pinus densiflora Sieb. et Zuce.

（マツ科）

（アカマツ）

良材。心材帯黄淡褐色、境界はやや不 地板、天板、棚類、床柱（皮付）、縁
明瞭。木理大体通直。肌目緻密。
甲板、床框、落掛。

Larix leptolepis Cord.

心材褐色、両者の区別明確。木理通
直。肌目粗い。

（カラマツ）
Tsugasieboldii Carr.

Taxus cuspidata Sieb. et Zuce.

（イチイ科）

（イチイ）（アララギ）（オンコ）

優良材で特殊用途多い。心材紅褐色、 床柱、床框、落掛、彫刻等。
辺材狭く白色。両者の境界きわめて明
瞭。木理通直。

Torreya nucifera Sieb. et Zuce.

心材褐黄色、辺材黄白色。両者の区別 床柱、門柱、碁盤、将棋盤等。
はやや不明瞭。年輪は狭く波状を呈す
ることあり。独特の匂い。

（カヤ）

広葉樹

Ginkgoaceae

ginkgo biloba L.

（イチョウ科）

（イチョウ）

Ulumaceae

Zelkova serrata Makino.

（ニレ科）

（欅･ケヤキ）

黄白色。心辺材の区別は不明瞭。木理 棚板、床地板、彫刻、碁盤、将棋盤、
通直。
家具、仏壇等。
優良な環孔材。心材黄褐～帯黄紅褐
色、辺材淡褐色。両者の区別明瞭。

Aphananthe aspera Planch.
Cinnmomum camphra sieb.

（クスノキ科）

（楠･クス）

Leguminosae

sophora japonica L.

（マメ科）

（槐･エンジェ）

Sclophulariaceae

Paulownia tomentosa Steud.

（ゴマノハグサ科）

（桐･キリ）

Fagaceae

Castanea crenata Sieb. et Zuce.

（ブナ科）

（栗･クリ）

有用な散孔材。心材黄褐～紅褐色とき 欄間、床柱、床板、造作材、羽目板、
に暗緑褐色、辺材灰白～淡黄色。両者 縁甲板、彫刻。
の区別は不明瞭。
環孔材。心材暗褐色辺材黄白色。年輪 床柱、床框、落掛、欄間等。
は明瞭。
軽軟･有用な環孔材。心辺材の区別な 床柱、落掛、欄間、天井板、羽目板、
く淡紅白色。ときにやや紫色を帯び 板戸、網代、家具、楽器等。
る。年輪明瞭。木理概ね通直、肌目粗
い。光沢強く美しい。
優良な環孔材。心材褐色、辺材帯褐灰 床柱、床廻り材、造作材等。
白色。両者の区別は明確。肌目粗い。

Quercus mongolica Fisch.

堅密で有用な環孔材。心材黄褐色、辺 床柱（皮付）、装飾材、家具等。
材は淡紅白色で幅広。両者の境界はや
や明瞭。肌目はやや粗い。

var.grosseserrata Rehd. et wils.
（楢･ミズナラ･オオナラ・ナラ）
Castanopis cuspidata Schottky var.

放射孔材。心辺材の区別は不明瞭で、 床柱（皮付）、廻緑、家具等。
淡黄色～黄褐色。年輪はしばしば波状
を呈す。肌目は粗い。

sieboldii Nakai.
（椎･シイ）
Hippocastanaceae

Aesculus turbinate Blume.

（トチノキ科）

（栃･トチノキ）

Ebenaceae

Diospyros kaki Thunb.

（カキノキ科）

（柿･カキ）

Magonliaceae

Magnolia kobus DC.

（モクレン科）

（コブシ）

Rutaceae

Phellodendron amurense Rupr.

（ミカン科）

（キハダ）

Moraceae

Morus bombycis Koidz.

（クワ科）

（桑･クワ･ヤマグワ）

Betulaceae

Betula maximowiczii Regel.

（カバノキ科）

（マカンバ･マカバ･通称サクラ）

床地板、彫刻、家具、社寺建築材等。

環孔材。心材黄褐色、辺材淡褐色。両 床柱（皮付）、中柱、三味線の胴等。
者の区別は明らかでない。

（ムクノキ）
Lauraceae

床柱、長押、床廻り材、羽目板、縁甲
板等。

心材淡褐色、辺材はそれより淡い。両 棚板、長押、縁側板、床柱、鴨居等。
者の境界は不明瞭。木理概ね通直。肌
目粗い。

（ツガ）
Taxaceae

へぎ板、こけらいた、天井板、家具
類。

心材暗黄色。辺材淡黄白色。両者の境 茶室の各柱、門柱、土庇、家具類。
界不明瞭。木理大体通直。肌目緻密。
特有の匂い。

（アスナロ）

Painaceae

用途

有用な環孔材。心辺材の区別は不明瞭 内部造作材、天井板、鴨居、床板、家
でともに淡紅黄白色～黄褐色。年輪は 具等。
やや不明瞭。木理ときに不規則。
散孔材。心辺材の区別なく、淡紅灰白 床柱、内部造作材、床框、落掛、棚
色。但し、心材に黒色の縞が生じクロ 板、彫刻、家具等。
ガキとなる。年輪は不明瞭。木理は不
鮮明。
散孔材。心辺材の区別なく、淡黄白色 床柱（皮付）、棹縁、廻縁、落掛等。
でやや緑色を帯びる。
有用な環孔材。心材黄色辺材黄白色。 床柱、床板、造作材、落掛、棚板、中
年輪は明瞭で肌目粗い。
柱
有用な環孔材。心材は黄褐色辺材は淡 床柱、床板、欄間、羽目板、造作材
黄白色。両者は区別は明確。年輪も明 等。
確。木理はときに不規則。
優良な散孔材。心辺淡紅褐色、辺材白 造作材、羽目板、床板、家具等。
色。両者は大体明瞭。年輪はやや不明
瞭。肌目緻密。

1

主要銘木用内地材
樹種、産地、科名、学名（一般名）、色調、用途

樹種・産地
広葉樹

科名

学名（一般名）

色調

Araliaceae

Kalopanax septemlobus Koidz.

（ウコギ科）

（栓･セン）

Cercidiphyllaceae

Cerciphyllum Japonicum Sieb. et Zucc.

（カツラ科）

（桂･カツラ）

Juglandaceae

juglans mandschurica Maxim.

（クルミ科）

subsp.sieboldiana Kitam.

良質有用な環孔材。心材灰黄色～黄褐 床柱、床廻り材、羽目板、化粧合板、
色。辺材黄白色、両者の境界はやや不 内部造作材等。
明瞭。年輪は明瞭。で肌目粗く木理は
美しい。

Hovenia dulcis Thunb.

有用な環孔材。心材赤褐～黄褐色、辺 床板、落掛、床廻り材、羽目板、造作
材黄白色。両者の区別は明瞭。年輪は 材等。
明瞭。で肌目粗く木理は美しい。

（クロウメモドキ科） （ケンポナシ）
Oleaceae

Fraxinus mandshurica Rupr.

（モクセイ科）

var japonica Maxim.

優良な典型的散孔材。心材は褐色、辺 内部造作材、仏具、彫刻。
材帯緑黄白色。両者の境界は明瞭。肌
目は細かいが緻密ではない。
散孔材。心材赤褐～暗褐色色、辺材白 造作材、羽目板、縁甲板。
色。両者は大体明瞭。年輪はやや不明
瞭。肌目緻密。

（胡桃･クルミ）
Rhamnaceae

用途

良質有用な環孔材。心材淡黄褐色、辺 床廻り材、内部造作材、家具、合板
材黄白色、両者の境界は明瞭。年輪明 等。
瞭。木理通直、肌目粗く、美しい杢が
出る。

（タモ）
Fraxinus spaethiana Lingelsh.

良質有用な環孔材。心材淡黄褐色、辺 床柱、床框、落掛、床廻り材、羽目
材黄白色、両者の境界は明瞭。年輪明 板、縁甲板、造作材、合板、家具等。
瞭。木理通直、肌目粗く、ときに美し
い杢が出る。

（塩地･シオジ）
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