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概 要
社会的な問題となっている花粉症に対する林木育種面からの対策として、森林総合研究所林木育種センターと

都府県が連携し、成長や幹の通直性等に優れた精英樹を対象に、北海道を除く全国において、花粉がきわめて
少ない品種等を、令和２年度末時点で、少花粉スギ１４７品種、低花粉スギ１６品種、少花粉ヒノキ５５品種を開
発しています。
　このうち、少花粉スギ８品種、低花粉スギ２品種は農林水産大臣から成長に係る特性の特に優れた特定母樹に
指定されています。
また、無花粉（雄性不稔）スギ１８品種も開発しています。気象害抵抗性候補木の中から開発した品種で平成２

０年３月に品種登録された「爽春（そうしゅん）」 、優良形質候補木の中から開発した品種で「スギ三重不稔（関
西）１号」、「爽春」と精英樹の人工交配を行い開発した、成長に優れている「林育不稔１号」 「林育不稔２号」、関
係都県と連携して開発した無花粉（雄性不稔）スギ１８品種です。
さらに、関係機関と連携し、今後の品種開発や採種園における種子生産のため花粉木としての利用が期待され

る無花粉遺伝子を有するスギ２品種を開発しています。
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花粉症対策品種一覧表 （スギ）
１．少花粉スギ品種
育種基本区 都県名 品種名 開発年度 育種基本区 都県名 品種名 開発年度

南津軽　５号 平成１４年度 関東 静　岡 天竜　２号 平成１２年度
碇ヶ関　７号 〃 天竜　４号 〃
黒石　５号 〃 天竜　８号 〃
黒石　６号 平成１９年度 天竜　１７号 〃
増川　６号 〃 大井　２号 〃
岩手　１１号 平成１４年度 大井　９号 〃
水沢　６号 平成１９年度 東加茂　２号 平成１２年度
刈田　１号 平成１４年度 東加茂　５号 〃
玉造　８号 平成１９年度 輪島　２号 平成１４年度
宮城　３号 〃 河北　４号 〃
加美　１号 平成２７年度 金沢署　１０１号 〃
遠田　２号 （ケ遠田２号） 〃 福　井 勝山　１号 平成１８年度
北秋田　１号 平成１４年度 滋　賀 蒲生　１号 平成１８年度
由利　１１号 〃 神崎　７号 平成１４年度
秋田　１０３号 〃 神崎　８号 〃
上小阿仁　１０７号 平成１９年度 神崎　１５号 〃
仙北　１号 〃 美方　２号 平成１８年度
雄勝　３号 〃 美方　３号 〃
雄勝　１３号 〃 英田　１号 平成２０年度

山　形 田川　４号 平成１４年度 英田　３号 平成１４年度
村上市　２号 平成１４年度 英田　７号 〃
十日町市　１号 〃 苫田　９号 平成２０年度
高田　１号 平成１９年度 苫田　１３号 平成１４年度
石川　１号 平成１２年度 苫田　１５号 平成２０年度
東白川　９号 〃 苫田　１８号 平成１４年度
南会津　４号 〃 苫田　２０号 平成１８年度
坂下　２号 〃 苫田　２１号 〃
河沼　１号 〃 真庭　３６号 平成２０年度
多賀　２号 平成１２年度 八頭　５号 平成１８年度
多賀　１４号 〃 八頭　８号 平成１４年度
那珂　２号 〃 八頭　１１号 平成１８年度
那珂　５号 〃 三好　６号 平成２５年度
久慈　１７号 〃 那賀　２３号 〃
筑波　１号 〃 高岡　２号 平成１４年度
上都賀　９号 平成１２年度 幡多　３号 〃
南那須　２号 〃 安芸署　３号 〃
群馬　４号 平成８年度 愛　媛 周桑　１６号 平成１８年度
群馬　５号 〃 県浮羽　４号 平成１４年度
多野　２号 〃 県浮羽　５号 〃
利根　３号 平成１２年度 県八女　１０号　 〃
利根　６号 平成８年度 県田川　３号 〃
北群馬　１号 平成１２年度 県浮羽　８号 平成３０年度
比企　１号 平成１２年度 県八女　６号　 〃
比企　１３号 平成８年度 県八女　９号　 〃
秩父（県）　５号 平成１２年度 県甘木　４号 〃
秩父（県）　１０号 〃 県佐賀　３号 平成１４年度
北三原　１号 　平成８年度 県藤津　１４号 〃
北三原　３号 〃 県唐津　５号 〃
鬼泪　１０号 平成１２年度 県唐津　６号 〃
勝浦　１号 〃 県唐津　７号 〃
周南　１号 〃 県唐津　８号 〃
西多摩　２号 平成１２年度 県杵島　１号 〃
西多摩　３号 〃 県南高来　１２号 平成１４年度
西多摩　１４号 〃 県長崎　１号 平成２８年度
足柄下　１号 平成１２年度 県阿蘇　１号 平成１４年度
足柄下　３号 〃 県阿蘇　２号 〃
足柄下　６号 平成８年度 県佐伯　６号 平成１４年度
愛甲　１号 〃 県佐伯　１０号 令和元年度
愛甲　２号 〃 県佐伯　１３号 平成１４年度
津久井　３号 〃 県竹田　５号 〃
片浦　４号 平成１２年度 県日田　２０号 〃
片浦　５号 平成８年度 県日出　３号 平成２７年度
丹沢　５号 平成１２年度 県東臼杵　１２号 平成１４年度
鰍沢　１７号 平成８年度 県西臼杵　３号 〃
吉田　１０３号 平成１２年度 高岡署　１号 〃
長野　５号 平成１２年度 綾署　１号 〃
下高井　１７号 〃 綾署　２号 〃
下高井　２４号 〃 加久藤署　１０号 〃
飯山　２号 〃 加久藤署　1号 平成２８年度

岐　阜 大野　２号 平成１２年度 県鹿児島　１号 平成１４年度
伊豆　８号 平成８年度 県鹿児島　３号 〃
天竜　１号 〃 県姶良　２０号 〃

注：静岡県の天竜１７号はアレルゲンの少ない品種でもある 県肝属　３号 〃

 太字は特定母樹指定 県薩摩　５号 〃

県薩摩　１４号 〃

合　計 １４７品種
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育種基本区 県名 品種名 開発年度

中　４号 令和元年度
箱根　４号 〃

関東

４．無花粉遺伝子を有するスギ品種

神奈川・富山

花粉症対策品種一覧表 （ヒノキ）
１．花粉の少ないヒノキ品種
育種基本区 都県名 品種名 開発年度 育種基本区 都県名 品種名 開発年度

福　島 東白川　２号 平成１８年度 広　島 賀茂　１号 平成１９年度
茨　城 久慈　６号 平成１８年度 鳥取署　１０２号 平成１９年度
栃　木 塩谷　１号 平成１８年度 日野　５号 〃

西川　４号 平成１８年度 徳　島 海部　１２号 平成１９年度
西川　１５号 〃 愛　媛 西条　１号 平成１９年度

東　京 東京　４号 平成１８年度 大正　１号 平成１９年度
神奈川 中　１０号 平成１８年度 大正　２号 〃
山　梨 鰍沢　４号 平成１８年度 川崎　１号 〃

上松　１０号 平成１８年度 窪川　１号 〃
王滝　１０３号 〃 浮羽　１４号 平成１９年度
益田　５号 平成１８年度 遠賀　１号 〃
小坂　１号 〃 藤津　３号 平成１９年度
富士　６号 平成１８年度 藤津　４号 〃
大井　６号 〃 唐津　１号 〃
北設楽　７号 平成１８年度 南高来　２号 平成１９年度
新城　２号 〃 南高来　１０号 〃
名賀　３号 平成１９年度 阿蘇　３号 平成１９年度
度会　４号 〃 阿蘇　６号 〃
氷上　１号 平成１９年度 阿蘇　１１号 〃
多可　６号 〃 大　分 中津　１０号 平成１９年度
美方　１号 〃 東臼杵　３号 平成１９年度
英田　１号 平成１９年度 北諸県　２号 〃
真庭　１号 〃 姶良　４号 平成１９年度
真庭　２号 〃 姶良　２１号 〃
真庭　３号 〃 姶良　２９号 〃
真庭　７号 〃 姶良　４５号 〃
真庭　９号 〃
新見署　７号 〃
新見署　１０号 〃

関　西

三　重
熊　本

兵　庫

宮　崎

九　州

福　岡
岐　阜

佐　賀

関  東

関　西

鳥　取

埼　玉

高　知

長　野

５５品種

静　岡

愛　知 長　崎

岡　山
鹿児島

合　計

千葉県が開発した鬼泪4号も花粉の少ないヒノキ品種であり、総計は５６品種である

静岡県が開発した静神不稔1号も無花粉スギ品種であり、総計は１９
品種である

富山県が開発した座主坊（ざっすんぼう）も無花粉遺伝子を有するス
ギ品種であり、総計は３品種である

育種基本区 県名 品種名 開発年度 育種基本区 県名 品種名 開発年度

爽春（そうしゅん） 平成１６年度 河北　１号 平成２７年度
林育不稔１号 平成２８年度 鳳至　２号 〃
林育不稔２号 平成２９年度 鳳至　６号 〃
三月晴不稔１号 平成３０年度 周桑　９号 平成２７年度
三月晴不稔２号 令和元年度 上浮穴　１号 〃
心晴れ不稔１号 令和元年度 県八女　３号 令和元年
心晴れ不稔２号 令和２年度 県八女　１２号 〃

三　重 スギ三重不稔（関西）　１号 平成１９年度 佐　賀 県藤津　２５号 平成２８年度
「立山　森の輝き」１号 令和２年度 県日田　１号 令和元年
「立山　森の輝き」２号 〃 県日田　１５号 〃
「立山　森の輝き」３号 〃 県日田　１８号 〃
「立山　森の輝き」４号 〃 県東臼杵　１５号 平成２７年度
「立山　森の輝き」５号 〃 県東臼杵　５号 平成２８年度
「立山　森の輝き」６号 〃 県東臼杵　８号 〃
「立山　森の輝き」７号 〃 県日南　２号 〃
「立山　森の輝き」８号 〃 県日南　３号 〃

「立山　森の輝き」９号 〃 合　計 １６品種
「立山　森の輝き」１０号 〃 注：太文字は特定母樹指定

合　計 １８品種

福　岡

大　分

東京・神奈川・

富山・静岡

関西

宮　崎

関東

九州

茨　城 石　川

関西
富山・東京

静岡・東京・

神奈川・富山
愛　媛

２．無花粉（雄性不稔）スギ品種 ３．低花粉スギ品種



森林総合研究所林木育種センター及び各育種場の住所等

◯森林総合研究所

林木育種センター

〒319-1301 茨城県日立市十王町伊師3809-1

TEL 0294（39）7000 FAX 0294（39）7306

（ホームページ）https://www.ffpri.affrc.go.jp/ftbc/index.html

◯北海道育種場 〒069-0836 北海道江別市文京台緑町561番地1

TEL  011（386）5087 FAX  011（386）5420

(ホームページ）https://www.ffpri.affrc.go.jp/hokuiku/index.html

◯東北育種場 〒020-0621 岩手県滝沢市大崎95番地

TEL  019（688）4518 FAX  019（694）1715

(ホームページ）https://www.ffpri.affrc.go.jp/touiku/index.html

◯関西育種場 〒709-4335 岡山県勝田郡勝央町植月中1043

TEL  0868（38）5138 FAX  0868（38）5139

(ホームページ）https://www.ffpri.affrc.go.jp/kaniku/index.html

◯九州育種場 〒861-1102 熊本県合志市須屋2320-5

TEL  096（242）3151 FAX  096（242）3150

(ホームページ）https://www.ffpri.affrc.go.jp/kyuiku/index.html

森林総合研究所林⽊育種センター
森林総合研究所森林バイオ研究センター

森林総合研究所

※⾚いラインは、気候や⼟壌の違いによ
り全国を5つに区分した、林⽊育種事
業を実施する基本単位である育種基
本区の境を⽰す。

令和５年２月版




