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中国湖北省における林木育種事業の現状（４） 

～生態環境破壊に歯止めをかける林業政策と技術協力との係わり～ 

 

懇話会員 河村 嘉一郎 

「湖北省林業局林木育種センター林木育種技術顧問」 

 

 今年の５月頃、中国中南部の湖北、安徽、湖南の各省では、2010 年秋に始まった「100

年に 1 度」の大旱魃により、多くの川が干上がり、ダムに残っている水は利用出来ない死

水になり、各地で農業用水や飲み水の不足が深刻化していました。しかし、6 月初旬から中

旬には一転して大雨に見舞われ、洪水、山崩れによる土砂流出等により、多くの死者、行

方不明者が出る被害に見舞われました。 

 このような水土流失、砂漠化等から人民を守るため、政府は「森林の保全は、人間社会

の継続発展の基礎」と位置づけて、生態環境保護を重視した様々な国家プロジェクトを立

ち上げ、大規模な植林事業に取り組んでいます。 

 今回は生態環境を改善する、国家プロジェクト天然林資源保護事業と「国際協力機構技

術協力プロジェクト日中協力林木育種科学技術センター計画」での遺伝資源保存に関連し

た諸技術の移転現状を報告します。 

 

１ 天然林資源保護事業とは 

 本事業の基本方針は天然林保護に重点を置

き、森林・草地の植生増加と回復を中心にし

て、経済構造の適正化を図り、水土流失を根

本から抑制し、長江・黄河流域の生態環境の

改善を目指す方針となっています。2000 年 10

月より、17 省の 750 県で本格的に天然林から

の商品木材向けの伐採を全面的に停止し、長

写真１-1 
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江等の上・中流地域の森林を保護し、生態林の

造成のため、人工造林と航空実播「交通の便が

悪く、人出による造林が難しい奥地・山岳地を

対象に飛行機で種子の散布を行う」による造林

事業、封山育林「樹木の伐採、放牧等を一定期

間禁じ、森林造成を行う」の新規箇所も増加さ

せ、森林面積を増やし、希尐樹種の遺伝資源保

存等を含めた森林管理・保護が実施されていま

す。(写真 1，2）具体的には対象区域の 3,038

万 ha の天然林の伐採禁止、3,080 万 ha の林

地等の保育管理等で森林被覆率を 21.2%に引

き上げることを目標に掲げています。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 林木育種プロジェクトでの遺伝資源関連の技術移転           

① 湖北省の天然林の保護を更に強化するため、それ

ぞれの樹種、林木に適した保存方法を提起し、将来を

見据えた資源利用方向、「湖北省林木遺伝資源保護戦略」

を提言しました。 

 例えば、天然林を科学的に評価するために、アイソ

ザイムの分析技術を移転し、天然集団の遺伝構造、遺

伝的多様性の解析を行いました。馬尾松（Pinus 

massoniana）に関しては、省内５集団の天然林を解析

すると、ア、集団間での遺伝的分化レベルは低く、イ、

湖北省の馬尾松集団には相当の近親交配による個体の

存在の可能性が高い等の結果が得られました。選抜個

体群の近親交配による遺伝的劣化を回避し、変異幅を

増大させるため、集団ごとの選抜家系数を尐なくし、

むしろ多くの集団から選抜を行う必要性を説きま

写真１-2 

 

写真２ 世界遺産「福建土楼」を守る生態林の造成 

  ～福建省南靖県書洋鎮の田螺坑土楼群景区～ 

写真３ 湖北省植物誌に収録されている「生き

た化石」メタセコイヤ 

１号木「案内版には 1941 年に三木博士により

発見、樹齢 480 年、樹高 35m、胸高直径 2.4m」

は湖北省利川市謀道村に保存されている。 

写真１-1、2 世界遺産、四川省九寨溝自然保護

区内のエメラルド色の湖と生態旅遊の人々 
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した。同様に、コナラ属、サッサフラスノキ、ユリノキ等についても天然林の遺伝変異の

幅と遺伝的多様性を把握し、資源の保全・合理的な利用に関して提言を行いました。これ

ら樹種の生息域内、生息域外に保存林を 32 箇所設定しました。      

 

② 林木育種事業推進の母材となる遺伝資源

集団の所在地のデ－タ、検定林調査デ－タ、古

木、希尐樹種等のデ－タベ－ス化を行いました。

成果の 1 つに、湖北省の植物資源を把握するた

め「湖北省植物誌」に基づき約 3，500 種類の

植物の中国名、学名、科、属、種、形態特徴、

産地、分布、用途及び図等の関連デ－タを収集

し、デ－タベ－ス化を行いました。（写真 3，4） 

 余分な話ですが、プロジェクトの開始された

1996 年頃の中国では試験地等のデ－タは、全て

担当者が自分の鍵で開閉可能な書庫等で管理し、

退職時にこれらのデ－タは自宅に持ち帰ってい

ました。鍵で全てのデ－タを管理し、大事に抱き込んでいた世界に住んでいた人達からは、

蓄積した各種の生デ－タが鍵の掛からない場所で、いつも人目にオ－プンとなるデ－タベ

－ス化は「青天の霹靂」であったと思われます。 

 

③ カラマツ 217 系統の種子を日本他から導入

し、省内西部の高海抜地域他に 4 カ所産地試験林

を設定し、現地で良好な成長を示している 119

系統、201 本を選抜すると共に湖北省内にカラマ

ツ遺伝資源保存林を 2 カ所設定しました。（写真

5） 

 

 

 

結び 

 天然林資源保護事業を含めた 6 大造林プロジェクトの進行により、荒れ山・荒れ地の造

林が進み、砂漠化の勢いは減速し、土壌流失や砂降りも軽減され、人工造林により森林資

源は大きく増加し、栽培農村の生産額は増加、農民は潤い、人工木板製造工場等の増加で

関連産業も好転の状況にあります。 

 これら国家プロジェクトの推進に、林木育種プロジェクトでの一連の技術開発成果が、

林木遺伝資源の多様性の保護や、林業の持続的発展、林木遺伝資源の合理的な開発利用に

活用されています。    

写真４ 利川市の桂花村、小河村他に 2～34

号「樹齢 80～450 年、樹高 23～47m」のメタ

セコイヤが保存されている。 

写真５ カラマツ産地試験林  

「写真左側、良好な成育状況の導入系統、

湖北省建始県長嶺崗林場」 
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「林木遺伝子銀行 110 番」の増殖経過(林木のジーンバンク事業) 

 関西育種場 笹島 芳信 

 森林総合研究所林木育種センター関西育種場では貴重な天然記念物や巨樹、名木、森の巨人

たち百選等の樹木が衰退している場合など、これらの所有者等から後継クローン苗木の増殖要

請があった場合に、さし木やつぎ木により増殖を行います。増殖した後継苗木は、里帰りさせ

るとともに、当場でも保存し、研究材料として活用します。 

 今年度は 6 月末まで 4 件受託し、現在、順調に養苗しています。 

 

１ 熊野の大トチ 

 樹種名：トチノキ 

 指定等：国指定天然記念物 

 所在地：広島県庄原市西城町 

 推定樹齢：不明 

 

 

 

２ 千鳥別尺のヤマザクラ  

 樹種名：ヤマザクラ 

 指定等：広島県指定天然記念物 

 所在地：広島県庄原市東城町 

 推定樹齢：不明 

 

 

 

３ 神谷の白花センダン  

 樹種名：センダン 

 指定等：伊野町指定保護文化財 

 所在地：高知県吾川郡いの町 

 推定樹齢：１６０年 

 

 

 

４ 吾北村のヤブツバキ  

 樹 種 名：ヤブツバキ 

 指 定 等：高知県指定天然記念物 

 所 在 地：高知県吾川郡いの町 

  推定樹齢：４００年～７００年 

 

 

  

後継苗木 

後継苗木 

後継苗木 

後継苗木 
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事務局便り 

 

第２９回関西林木育種懇話会総会を開催 

 

 去る 6月 7日から 8日にかけて、島根県立緑化センタ

ー、株式会社オロチ（鳥取県日野郡日南町）において、

第 29回関西林木育種懇話会総会及び現地視察が開催さ

れました。当日は、懇話会員をはじめ兵庫県、島根県の

林木育種担当者など 23名が出席しました。（写真１） 

 初日の総会では、白間会長から懇話会の目的を再認識

し、この会が会員皆様の林業経営にプラスになるように

とご挨拶をいただき、引き続き本年 5月から懇話会顧問

に就任した関西育種場の今井場長から、最近の林業状勢

と今後育種場が担う課題等について就任のご挨拶があ

りました。そして、今回の開催地である島根県立緑化

センター錦織調整監から、林木育種は森林・林業活動における最も大切な技術・事業の一つで、林

業分野における経験豊かな皆様が一同に会し研鑽や意見交換に励まれていることが、これからの林

業を更に発展させるに違いないという歓迎のご挨拶をいただきました。 

総会の議事では、平成 22年度活動・会計報告を行い、その後、赤堀監事から平成 22年度の会計

監査報告があり満場一致で承認されました。続いて、平成 23年度活動計画(案)と平成 23年度予算

(案)が提案され了承されました。 

次に情報提供では、島根県立緑化センター主任の三

島様から「抵抗性マツ『くにびき松』について」ご講

演をいただき、『くにびき松』という名称は、神話に由

来しており島根県の歴史、風土を象徴する言葉として、

一般公募により決まったこと、そして今後、抵抗性マ

ツへの強い要望が見込まれることから、ニーズ、必要

性等を勘案して供給していくという説明がありました。

（写真 2） 

続いて関西育種場磯田育種研究室長からは、「“初期

成長の早いヒノキ”を植えてみませんか？－育林コス

ト削減に向けた取り組み－」について説明があり、シ

カ被害により造林する意欲がなくなってきているためシカ対策が必要とのご意見や、ヒノキさし木

品種の造林地の現地視察の要請などのご要望がありました。同じく関西育種場の久保田育種課長か

ら「スギ第２世代精英樹の選抜と普及に向けて」についてということで、エリートツリーなどの情

報提供がありました。 

写真 1 総会 会長挨拶 

写真 2 抵抗性マツ『くにびき松』講演 
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その後、緑化センター内においてスギ・ヒノキの採穂

園の現況やヒノキ採種園などの種子の採取状況、また苗

畑では抵抗性マツやヒノキ尐花粉品種などのつぎ木の実

施状況や取り組み状況などの説明を受けて１日目の日程

を終了しました。(写真 3) 

２日目は、現地視察として、鳥取県日野郡日南町の株

式会社オロチを訪問しました。 

最初に相見工場長から会社の概要説明を受け、その後

工場に移動しました。 

工場では、日南町産のスギ材を利用したスギＬＶＬ（単

板積層材）を製造しており、その製造過程を見学しまし

た。(写真 4、5) 

ＬＶＬ（Laminated Veneer Lumber）は丸太を大根

のかつらむきのように剥き、薄く切削した単板（ベニヤ）

を乾燥させ、繊維の方向をそろえて接着する木材加工製

品です。 

主な用途は木材住宅の梁、桁、土台、柱材などの構造

部材や下地材、建具などで、それ以外にもドアの心材や

階段部材、面材や軸材など多岐にわたっており、汎用性

に優れているということでした。 

また、オロチでは森の木１本１本を大切にし、森から

木が持続的に生産され続けることで健全な森が造られ、

地球にもやさしく地域も活性化されるということで、森

林サイクルとして木質バイオマスの利活用技術の研究

と開発などにも取り組んでおりました。 

以上で２日間の全日程を終え、来年の再会を誓い散会

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3 緑化センター視察 

写真 4 オロチ概要説明 

写真 5 スギ LVL 製造 
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